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砖學會電話開通!！ 

出版その他いろいみ韦務上の必耍から今 

度電話む殷ける事にしまいゝ番號は… 

牛込（4：3） 5415番
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L :・學會役員會例會★

1今月から役員會例會な每月第三火唯に開 
Ĵ くニミになりました。

> ーー十一月十八日午後六時半よリ——

★例會兼硏究會★

每週水晦日19時より【會費不用】

★初等科講習僉★ 
I 11月!1Q——12月9日 
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・ 第十一年 ラ•レヴォ・オリエンタ 笫十一號 ・

Generala Sekretario設置について會員諸君に
理事長大石和三郞

エスベラントが我が國に移し權まられてか 

らこ、に二十餘年の星霜を閱しまし'r。我が 

「日本エスペラント學會」が我國划一期エス語 

運勒の中心機關であった「日本エスペラント 

協會」の後をうけて我阈エスベラント運動の 

休戚を負ってたつに到ってから:、に正に十 

一年の歲月を經ようさしてゐます。

かくて二の十一年の間に我國のエスベラン 

ト運動け數十倍の發獲も致しました。十年前 

には東京橫濱兩市以外には一縣に僅か十指に 

化らぬエスベランチストしか存在しないざい 

ふろじめな狀態"つ'nのに比べて今日で厲 

いか'uろ山村僻她にt 一人や二人のエスペラ 

ンチストも見出す事がさまで困難でないまで 

に全國津々浦々に普及しつ、ちち有様でめり 

ます。

か、み結杲が齎らされたのは全く時代の力 

が大いに與ってゐちこざは申す迄もおりませ 

んが又我「學會」さ緊密な聯絡を保たれてこ 

のsankta laboroに精進された各地同志諸君 

の御努力の賜物でおるご深く感謝してゐち次 

第でちります。

然しながら飜って若へてみますに我國に於 

けろエスペラントの勢力は十年前に比して格 

段の相違でけありますがまだまだ十分に賓用 

の域に達せず猶普及宣傳に力を致す・ヾMこざ 

な痛感致します。卽ちエス語が實用化されて 

社會百般の事象の中におり二まれる時代がま 

た十分到來致してをりません。我國に於ても 

既に一部學界に於てはエス語も以てその研究 

を發表しつ、あり一部の宗敎界敎化團ffi!に於 

て之が活用隹劃聚しつ、めりその他二三の方 

面に於て之が實用も企てつ、めろ有様ね目蟹 

1てなりますが何な申しましてt二れ找社會 

のごく一小部分にすぎない狀態でめりまして 

エス語が社會のちらゆちカ面に據充し沈潜し 

てゆく'nめに厲まだまr:今後の我々同志の一 

致協力にまっべき所刀ものが多いのでありま 

す。二の重大な時期に際し各地の同志諸君が 

我「學會」の活躍に期待されるこざが實に絕 

犬であみさ若へます。かく考へまする時に我 

々學會の役員の職もけがすもの仕その責の重 

IL大むみ事を痛感する次第でめります。

..こ、I二於て我々役員間に於ても從來からも 

我「學會」の「積極的の活勤方法」について 

種々相談致してむりまい:が何分未た豫定の 

基本金九ら五萬血の資金を積立てみこさがで 

きないので如何芒も手の下し様がなかったの 

でめりますが今回!CKのspccial-delegito 了:

ちScherer氏の來朝な さして二ゝに「學會」

事務の能率なわげろ意昧で全く撚任のĝene.
rala ekretarioも一人設置する事が何を扌皆い 

ても緊變缺くべからざる事ざ考へましたので 

去る9月28 [!に理事會な開催して此の事にっ

いて相談し可決碇定の上】〇月からgenera】・ 

sekretarioさして平澤義一君に働いていた€ 

く事にしましr:〇 :ゝに二の事を會員各位に 

御報告旁々些かĝeneral- ekretario撰任事情 

について次に少し申上げ!!今後し學會の活動 

に對して以前よりも一層曙密な瞬絡を諸君に 

General-sekretario 
設置の理由

お願ひする次第でわります。

御承知の樣に創立以來 

十一年の間學會の事務 

は一切無報酬で'有志話

君の提供によって臨理されてむりまし/:〇裁 

會が大正15年財團法人の認可むうける前ま 

では事務所も小坂氏宅を無料で借用してゐみ 

さいふ狀態でおりまし7:。その結果事務上に 

は殆んど何等の經賈も要せないeいふ有様で 

そのお陵で學會の財的基礎は年一年ざ强固に 

なりました。然い丄がら會員が僅か三巴百名 

にすぎない創立當初さ比較Iて數十種の出版 

物をtち數百極の外3]圖書を輸入販賣する現 

在の學會の事務は餘りにも輻鞍してきた事厲 

誰しも想像できる事ざ存じますc幸にも「學 

會」にに倦まずたゆまず創立嘗初から勞力奉 

仕を提供されてゐろ二三の方々の存在ご最近 

特に出版部庶務部の事務の一般隹每!!手傳ひ 

に來て下さろ或持志の方の御親切によって; 

の渾山の事務がどうやら處理されてゐる狀態 

でめります。

併しながらニれらは「學會」の庶務會計出 

版取次等の事跻の處理であって「學會」が工 

ス運動の中心機關ミしてなすべき仕事例へば 

地方伶ミの聯絡】CKこの聯絡一般宣傳事務 

雜誌編輯等の如きものについてはやけり有志 

諸君の援助によって處理してをりました。併 

しながら誰しも自身の職球をI讥ぬ者はなく 

ために畫間は絕對にエス運勤のために奉仕す 

る事が不可能で僅かに夜間のみ二れらの人々 
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の手によってごうに炉事務が處理されてをり 

まし讥。併し乍ら殲務の都合でkonstanteに 

學會の事務をみる-いふは何人にI不可能な 

二さで，その從事すみ職務の閑な時期だけ來 

て働いていたヾくさいふ狀態でしかから同一 

の事務 も 時に よ って處理す る人がちがひそ〇 

間十分の聯絡統一もないさいふ遺憾な狀慰を 

繼絕致してをりましT:〇その了:めかち時は圖 

書部の事務が凝滯するし めち時厲地方部の 

事務が漩滯すみさいった風で,そのため各地 

の地方會や同志からの問合せに對しては或時 

はすぐ返事ができるが或場合にに返事が半年 

I遲滯するミいった風な!さが慝々でわりま 

しĴ:〇二れでは地方の同志に對しても外國の 

エス會に對してもま二过に申課のむい事でめ 

リまし了:。併し乍ら二の事務の狀態復一人で 

もい、から有給で仞から晚まで事務の整理に 

お7:ってくれちĝeneral-sekretario をおかQ 

限り何さも解決のつかり問晅でありました。 

その爲め舉會の;ういった事情も御存じない 

地方の方々から（x人變,・びしい督促狀ない 

いいかり,學會の事務は消極的でいかぬさ 

いふ批難もうけたり致しまし？:〇

その間我々任會員諸君に向って我零會の基 

本金が五萬!111になってその預金利子が月200 
ia位に上り何等後顧の憂ひのない樣にむった 

時に大いに積極的の活動にうつみつもりでわ 

り有給事筋委員t設置するから今日（Iその基 

本金五萬ttliを目標に一切「緊縮」の一天ばり 

で突進する事も申上げて御了解む願って花り 

ま しĴ：〇

併し乍ら今H我國エス運動の現狀からみて 

何時迄もニの消極的な經構をつ£けるざいふ 

事は我邦エス運勒の休戚を負ふ學會の过ちべ 

き態度ざしても不十分でわり，又刻下のエス 

運動M何時迄し二のやり方なっじける事の不 

可能なこさを考へました。勿論我々厲飽迄も 

十一轻の基い間の學會の傳統を忘れずに何時 

迄も健奥な努力を級けろ二さむちかふもので 

わりますが,ニの際この好機に際して從來の 

比較的消極的でおったやり方なー變して漸次 

積極的に働きかける事の必娈を感じました。 

それで資金はまだやっこ五萬血の半にすぎま 

ぜんが,この基本金に何導手をふれるこさむ 

く，こうにか通常經費や出版部の益金の一部 

もさいて年來の懸案でめっむ有給のĝeneral- 
eekrctarioな設遥すみ覺悟む致IましT:〇勿 

給有給さいってt仕事に相當する十分の報酬 

を出すこさは貧弱な會計から不可能でマが， 

General-sekretario 
その人ミその事霸

それにも拘らず幸ひにも二の煩しい事務ね敢 

然さして引受けて下さった平澤君の好意な慰 

謝してゐる次第です。

平澤義一君は東京生れ 

の方で先年電黴學校を 

卒業され，その後三菱

の地所部につさめてをられた方ですが昨年か 

ち殆んご每晚我學會の事務の手傳を奉仕的に 

やって< 7： 5ってゐた方です。同君厲一兩年 

エス語花學び始められましたが語學の天分に 

惠まれた方で今DT（!大變流暢にエス語な話 

され且快活!KI滿な性格の靑年でぎの方面から 

みてb學會の事務を扱ってい讥丫く上に於て 

二の上もむい適任の方で打ろで存じます。我 

「學會」のこれまで浜滯し勝ちでかつ化事術が 

同君の努力によって今淺口十二分に迅速に處 

理されてゆ < さ云ふ事任我々の確信する所で 
もります。

今後 主ざしてĝeneral-sekretario 了:み同君 

に處理していいく事務は:

1. 各地方會員よりの問合せ狀に對する敏速 

なみ返事

2. 外匾同志等の來朝その他各地方會又は地 

方會員に對し特に敏速に報道すべ｝事項 

に關1迅速に通報する事

3. 外國圖書雜誌取次事務の處理

4・しa Revuo Orientaの校正及甲刷所さの 

一切の交渉事務。（從來K. 〇."編輯!： 

番がやってゐましたが今後は編輯は編輯 

會議にて大網を決定して平澤君は主さし 

てその未完成原稿の督促ご校正むする事 

にした。）

5.其他一般の事務の农理

以上同君に處理していた£く仕事は仲々澤 

山あります況今後I從來通り理事たり評議員 

了：る方々はニれらの事務について同君を援助 

1補佐される筈でありますから今後の我「舉 

會」の事務は遙かに迅速に口機救に處理され 

る事壬存じます。

併しエス運勤の仕事さして「學會」のむす 

べき仕事は到底一人や二人の手で十分になし 

さげ得るもので拄ありません。必ずや多數の 

人々の協カー致にまr：hitなりません。谀盼 

ral-sekretario設置の今後の「學密」むして1 
膚エス運勤のため精進せしめる様剌戟2れ激 

勵さみべき立場にたゝち\會員各位にわかせ 

られて（ヱ何卒我邦エス運動の發展のため「我 

等の學會」なよりよくもり丫:てらる '樣梆憑 

ヵあらんニさも只響御願ひ申上げる次第でご 

ざいます。
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旅（四）

（赤い灯）
（前號よれ續く）

グラーザーが遲ればせに入って3お、華な 

紫紺の夜會服に、一餒ざ白い肌が映って美し 

い.今H厲見違之るように奇麗厂。

「御化粧に手間ごつ7:のでせう.さても 

奇麗で'Tri.だが斂章は」

「紙入の中に大事にしまってゐますよ」

「紙入?僕仕いつでも心の中にしまって 

ある.實業家ご詩人ざいふ取組ですり」

.「まア」

少L位きざに言はないこ、ヨーロッパでは 

シッリでない.H本さ反對だ•踊の間なおい 

てはウ・アイtリンの遍奏.福引.獨唱.痂彈 

が入る。グリュジクがやってきた。

「何か二言三言・しゃべってくれ給へ、沢 

のみますよ.獨唱のわざで」

斷る暇もなくさっさざ人込に這入ってしま 

ふ、次の踊の間に人を無理矢理ひつばって. 

管絃臺の上にひきあげみ。

「……だが殘念な事に氐 今口の御集り 

の方の中に（二、エスペフントを知らない方 

もいらっしゃるやうです、ビうぞ來年の券 

祭には.皆二ぞってエスペラント許りで話 

すĴに御願ひしま.す……二、に極東日本 

のエスペランチストの名に打い一言御挨拶 

致します」

拍手がこんだ.毛色の變った男の話がわか 

らうがわかみまいが.見世物だ过思へIてよい. 

扭の中はご•うせ芝居で過すのだ。

「コンラッドです.カイザー嬢が來てゐ 

ますから御紹介しませう」

演説が終ĥミヽろ仕て、さんできた中年の 

紳匕は、人込の中から良月の眼鏡むかけた. 

上品な御孃さんもつれてきた.リリカイザー 

孃だ.こんな品のよい愼Iやかな廊孃さんは 

すくない。

「買って頂戴よ」

ヴオイスラフスキーが富籤をうりにきた・ 

一yークで三本... 二本（I空簸.... あったわ

った00058・

「何だらう」

「いってみませういってろま社う……」「

在ドイツ 伊藤徳Z助

賣るの花忘れて入口にこんでゆく、58! 
パパリア製の奇麗な鉢だ。

「めら」

「わら」

よってゐ7:連中が眼をilo.
「ごうです奇麗でLう」

席に持ち歸わミヽ握手が降あ。

「まア……」

あさはわからないロシア語でしゃべって. 

前にゐた若い小奇艇な女が眼の色も變へる. 

それまで美しさに幾分氣を惹かれてゐたが. 

急に泛ん汇物慾しさうな眼の炉■野卑さド鼠 

それ迄しめてゐた紙入をめけて富籤もかふ. 

入口にさんでゆく。

「私のも買って下さい」

グラーザーがくい誰彼が春ってい、力 

イザーだけ（I買へざしすゝめない。

「グラーザーさんごうし難有う」

「い、之、ごう致しまして」

「皆空簸でしたよ」

「まア……」

試演がはじまった.七人の役者は皆女連 

だ.「樂しい訪れ」ざいふ2S.娘にむったソレ 

ンダー孃ご叔母さんに扮したウプマン夫人は 

中々うまい、筋はつまらないもの仁・った・t 
う二時もすぎてゐた.誦虚二れから興に入ろ 

らしい.曉迄踊りぬくのだ。

フリードリッヒ街に出て乘合自動車をま 

つ.まだそニニ、のカフェーの窓に人影が群 

ってゐる・街頭には客む待ち倦ぐんでゐる女 

の姿Lめみ、醉つばらいの千島足C

「二んなに谭山あたりましたよ.幸運で 

せう」

磁器.書籍二册・繪葉書……

「ドイツでitn.富籤に幸運ださ懸［二破 

れるって言・ひますよ」

すました顏してロー•センベルク沪いふ。

「私（xn. 一本もめ仁らないわ.その代 

り想に患まれてゐまでのよ」

ウ•オイスラフスキーが閥の中でうそぶく。

（一九三〇・五・三）



我國初期に於けるエス語獨習書瞥見

佐藤義雄

去年秋同志社でエスペラソト展覽會を開い 

仁時、我同志龜山君が一本も携へて來た。見 

&ミ、二葉亭が我國で最初に發行Lた芒云は 

れてゐみ明治三十九件の、しかも二葉亭のそ 

れよりも僅かに二月遲れたけかりの九月に發 

行せられた珍い、短習書でわろ。筆石算闖に 

Iて未代同書に關して聞いた事がなかったの 

て•、同展覽會に之な陳列して.參觀の同志諸 

君I二I琳ねて見たけれごし、旨隹もその珍本で 

あろ那を認めるの外、何等確定的な知識も彳・ 

なかった。

それ找育英舍發行の「世界認獨習」さ題し・・ 

□本エスペラント硏究會の編纂にか、ち。n 
本エスペラント硏兀會ミ任何人が之を組織 

し•何人が主さしてその會を指導してゐたか. 

之し私は知らない。'そ二で.最初、私找二の 

本（ニニ葉亭の苦書に基いて編纂したのではな 

いかざ思つ仁のであらが・其後三高エス會の 

好怠により同校保管の二葉亭著「世界語」0 

借覽するに及んで、私の考へが全然誤ってゐ 

み事ね知ったのである。

二の歷史的に貴重な文献を.爰に簡単に紹 

介すみのも、決して徒爾で⑺ないざ信ずるの 

で・禿筆をも顧ろず起稿する次第でめ" 

关・ 餐

二葉亭の若职［橫3.1縱5.5寸・鼠色羅 

紗紙表紙で明治三十九密七月十五H發行であ 

ち。定價貳拾銭。發行所は東京神田區の彩雲 

閣。

日本エスベラント硏究會編纂の獨習書は 

10 cmX15 cm,茶褐色の厚紙表紙で明治三十 

九年九月ハ日發行にか、み。定價參拾錢で. 

發行所は東京H本橋區の育英舍。共にエス語 

の活字な用ひてゐるが、後者には持に注意が 

行届きの活字在排してjな用ひてゐる。 

印刷听は前者は小石川區の精美堂、後者は麴 

町區の同勞舍。尙後者に厲、「世界語辭策」九 

月十五日發行の璨告がのってゐる。果して發 

行ぜも讥か否か。何れにしても當時は我國工 

スベラン人連動の黎明期時代さも云ふべ孑誌 

て・おって、九月廿八日に口第一回D本エス大 

會が柬京で開かれ仁位でわるから.購買者厲 

可成りあったものミ思ふ。

號彩次の如し〇

專阈エスペラント協侍々員 

長谷川二葉亭著 

敎科用一獨習用 

世 界 語

（エスベラント） 
文法・會,舌、讀本、字書附 

束 京

彩雲閣發行
19 0 6

□本エスペラント硏究會

: 編 纂

世界語獨習 

全
東 京

育英舍發行_____

總頁數甫］者は70頁、後者は1£6頁。 

来 ・ x .
二葉亭の「世界語」厲總括的に見て・ザメ 

シホフ博士の Fundamento de Esperanto さ、 

〇,Connor の Esperanto. The studentis com
plete Text Bookこの飜譯ざ云ってよからう。 

二葉亭口その「例言」に於て「有名ならドタ 

トル•ザメンゴフが白ら筆を探りて起草せし 

錨文の敎科書」（X「之花原文の儘に飜譯して 

我國人に進めがたき點おり、
ポ氏し此に慮ち所わりて著作上の斟酌壇严 

4一々余に委せられたれば.余の淺學む顧か 

ず叨りに大家の著書に向って剪裁を加へア: 

り」さ云ってゐる。因にポ氏ごは浦潮の工］ 

協會の當時の會頭ボストニコフ氏にして・f 
葉亭は同氏より始めてエス語の存在を闕い沢 

のでおった。そ二で氏ii二の著書の初めに 

謹で此書をドクト,レ•ザメンゴフ 

及ポストニつフ兩先生に呈す 

著者 

なお献詞な書いてゐろ外に• O，Connor : 

Text Book所戴さ同一の「ザメンゴフ」の寫
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眞の次にポストニコフ氏の寫眞をも抿載して 

敬意も表してゐる。

そして同書第一編に於ては第一章字毋・第 

二章品詞.第三章總则な書いてゐみ。之（工明 

かにザ博士の Fundamento de Esperanto の 

Gramatikoご同一內容でめって.中に舉げX 

あら例し同書の舞語編に於け5ご同一でお 

ろ。第二章の§6に發動分詞を口動詞、受動 

分詞を被動詞さ云ってゐあのは、冃につく。

第二篇の會話（ヱ、〇,ConnorのText Book 
第三部「會話」を種本ざしてゐるが、流石名代 

の文士丈に.その譯文は名文である。例へは

Vi estiis prava. Li estas malprava.
御尢で、彼人は無理です。

ヽ1 vin trompas, ne povas esti.
飛だ事.そんな事があるものですか。

ゝIi vin certigas, ke je?.
犬丈夫それに違ひありませんよ。•

その說明の一班を示すミ

『ゝIi venos la Lundon plej proksiman. 私 

任次の月曜に來ませう。

（字解）Venos------veni （來 め の未來、

Inundon----- Lundo （片 I® 口）のヲ格、plej
---- 最 t ヽ proksiman------proksima （近 

31のチ格、されば 直譯）（X「余（i最も 

近き月哦（卽ち次の月曜）チ來るであら 

う」にて・我語法より見れば殆ご語を成 

さざれごゝかゝち・場合にチ格を用ふみに 

洋語の習ひ"り』

ご云った具合に丁寧を極めたLのである。 

發音にほ勿論フリ假名つきでわる。

第三篇 諛方及譯讀!X Fundamento de 
心p・のEkzercaroの拔萃であち。そIてĉiu, 
Giujの譯には「各の」ざ「總ての」ざにその譯し 

方な異にしてゐム等・實に至れり盡くせりで 

あみ。同篇§12及§13に擧げてあみしete- 
^j ;そ（エニ樂亭口身のエス文ではなからう 

か。筆者の及ぶ限りに於て調べて見たけれヾ 

t .その種本ご目すべきものがなかった。

全篇な通じて二の書に於てエス語のまざi 
った訟物は.この§§12,13に於ける二通の 

手紙以外にない。今その一つも示すこ・（§12）
Estimata Sinjoro,

Antaŭ nelonge mi komencis lerni Kap
eranton. Mi nun kredas, ke certe ĝi estas 
praktika lingvo por internacia korespon
daj 〇.

ゝIi esperas, ke baldaŭ homoj de ĉiuj 
nacioj uzados KsjMirantor）, kiam ili skribas 
al fremdaj amiko1

ゝIi ankaŭ intencas paroladi kun miaj 
konatoj pri tiu ĉi utilega lingvo・

kim kora saluto, 
Via Samideanino.

J£ Takata, 
最後に.さ云って匕分舄的に仁總頁70の 

中遐頁以下全部に、字書な持って來てゐる。 

その「凡例」に於て•彼は造語法わるな說さ. 

以て「是故に日常必須の語を數葉の紙中に網 

羅して悉く此一小字書中に收むるな殍たり。 

されば此字書簡は則ち極めて簡なれビも其用 

を濟す點に於ては豪も他の浩瀚なる字書ミ異 

なる事」なきな誇ってゐる。そしてその适語 

に就いて（j次の如き注意を與へてゐる。

イ・語尾を殖化すべし（例誉略） 

□、語さ語も組合すべし（同上） 

ノ、.下に列記すみ冠頭文字及後尾文字も添 

ふべ1
ざて接頭字6,援尾字26な舉げてゐるがそ 

の說明の一端を示すざ

ar物の集合隹意味すざてその例3して現 

在の用法过は異りharo毛筋.hararo髯 

を擧げてゐみ〇之はUniversala Vortaro 
によったしので外らう

edz人の配偶を示す。

この字は現在は一獨立語ざして用ひられ 

てゐるが、元來接尾字であった事（よ、語 

源的に見ても正しい过思ふ。ニの點に關 

して厲小坂氏もro.誌上に於て論ぜら 

れてゐる様であら

er 一個の物なるも示す。

任說明ミして任拙いざ思ふ

坎 後尾文字にして"然的の意味を有する 

語を變じて人爲的の意味な冇する語さず 

る用な爲す。

塚 後尾語にして語总を一變し（｝主的の意 

味を有せしむる用を爲す。

一寸變った說明かしてゐて、一寸わかり 

にくい。

ura後尾文字なれビも其示す所の意義一定 

せず人抵某語に何等かの文字を怖入ぜば 

他の某語を得ペしさ思はる、場合に於て 

前記の諸後尾文字の用を爲さざろさきに 

用ふれば可なり。

尙相關詞に關しては、「此字書に載せたる 

或る代名詞副詞等の比較研究に便せんため爰 

に其一覽表を揭ぐ」ざて表を作り.ntnia!「何 

等の原因なく J neniel「如何しても」等の譯な 

つけてゐろ。 （352頁へ績く）
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生 ひ ・ ち（初等用讀物）

（原名 Marjo. P. Christaller 
\ Svedujo の Henny

En bela lando loĝis Marjo. Bo- 
ncgan patrinon si havis, junan fratonA
Icaj rnaljunan patron. Siaj oknloj 
estis l luaj kaj tre klaraj, siaj vangoj 
ruĝaj kaj la Jmraro orflava. Kune 
kun sia irato si kuris sur la kampoj, 
grimpis sur arbojn kaj ludis en 
arbaro^ " J diris la patrino,
a Vi eslas feliĉaj, ĉar vi liavas tian 
hejmon.^ a Panjo, ni estas feliĉaj, 
car ni liavas tinn pa1rinon/? （liris 
Marjo>

美い、國に一住んで居た ーマノレヨが。 

大そう良い母規を——彼の女（X持ってゐた 

-—（そIて）若い兄弟さ年老いた父親さを。 

彼の女の眼は——わつ仁——靑く,そして甚 

た澄み一彼の女の頰は赤くーーそして一 

爰の毛（Iクリーム色で。口分。兄弟ミ共に 

——彼の女は走つ仁ーー野原で’ーー攀ち•の

更 oje Marjo ricevis malgrandan 
blankan katidon, al kiu «i donis la 
nomon Neĝbulo. Lti katido fariĝis 
ŝia viva infi订10，pli kara ol la pupoj. 
Tre singarde ŝi vartis ĝin, portis 
ĝin en siaj brakoj, kiam ĝi estis 
dormema, metis ĝin en puplulilon, 
kiam ĝi ekdormis, kaj kantis por ĝi 
tre mallaŭte :

Dormu bone, kara mia !
Sidas rni ĉe lito via.

]\Ialdorina, Neĝbulo estis tre ri・ 
gida. Kiel sago ĝi kuris, sin jetis 
sur la manojn de Marjo, sed entiris 
siajn akrajn ung<>jn, por ne vundi 
k mastri noton.

或時の;芒——マルヨは受け7:——小さい

:F. Zamenhof が激賞 しT：\ 
Widstrdmの小品 ）

美しい阈にマルヨミ云ふ子が居りま い;。 

彼の女にはやさしい母锐ミ若い兄ミ老い沢父 

親ざがありまい:。彼女の眼（I碧色にすき通 

る樣で頰は赤く髮の毛はクリーム色でい:。 

兄ミ共に野原で蚯つ二をしたり，森でに木に 

攀ち•登ったりしてあそびまし「子供や」さ 

母親は申Iまい:。「お前達は幸福だり,だっ 

て二んなお家（幻が劭ちんですもの」「お母ら 

やん,"妾達は幸福よ，たって二んなお母さん 

がゐあんですもの」芒マルヨは云ひまし讥。 

ぼった——木の上へ——そして—かそんだ 

——森の中で。「子供達や」—— 过云った

母親.比---- お前達は---- おち---- 幸•福で,

——何でなればお前達任——持ってゐみー 

そんな家庭も。「お母ちゃん,妾達は—おら 

——幸福で,仁って妾達（I——持ってゐみ 

——そうした母親か」さ云ったーマルヨが。

或る時マルヨは小さな白い仔猫をしらひま 

した，それに雪丸ご云ふ名むつけました。仔 

猫は人形なごよりもつざ親しい生ネた子供さ 

なりましれ 大へん用心深く仔施な青てまし 

た,仔猫が眠そうな時には自分の腕にか、へ 

眠り出した時にU:人形の®りかごの中に入れ 

てやり,そして仔猫の13に極く底レ、聲で瞅つ 

てやりましT:〇
りんりんよ，い、子なれ! 

妾はお前のそばに居み

れむらない時の雪丸はさてしおかしいの 

でした。矢のやうに走ったり跳りたり，マ〃 

ヨの手の上に飛び上ったりしましたが此の小 

さい御主人花傷けないやうに口分の銳ハ爪は 

引込ませて苦りました。

白い仔猫を——それに——彼の女は與へか 
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—名をーー雪丸ざ云ふ。仔猫は——芒なっ 

た一彼の女の生きた子供ビ——より親愛な 

——人形なざよりI。大へん用心深く ーー彼 

の女仕育て'r——それを，か'へた——それ 

を——自分の腕の中に,時に——それが—— 

眠かった，置いた——それも——人形のゆり 

かごの中に,時に——それが——りむり(戈じ 

めた,そして唄った——それの爲に——極く
V*» ■■ ■■■■■■■■■■■■ . ■■■■■■■■・・・■■■ ■ ■ ■ ■■■■■■■ ■■ ■ ■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■

En sia hejmo ISIaijo kaj ŝia frato 
Paŭlo faris la uniugn paseon sur Ia 
vojo al scienco. Ili havis privatan 
instruistinon, kiu loĝis en ilia hejmo- 
Sed kiam Paŭ；o havis dek jarojn, 
Paĉjo kaj Panjo decidis, ke la knabo 
vizitu lernejon en malproksima urbo, 
on kiu loĝis parencoj de la familio-

自分の家庭に於てはーー《ルヨミ彼の女の 

兄ホ・ール!Iーー成LT; ーー第一歩むーー學問 

の道の上に。彼ら仁ーー持つ化ーー家庭敎饰 

も,その人は住んだ——彼らの家庭に。けれ 

ご——njに——ホールが——持つ7：——十歲

Paŭlo ne estis ĝoja pro tiu aranĝo,
八 

kaj Alarjo treege bedaŭris lin. Si 
pensis，ke devas esti teruraĵo, eti 
kune kun amaso da fromdaj infan(»j 
kaj loĝi inter multe da grandaj 
dornoj kaj ne vidi la hejmajn knm- 
jx)j n, ar baroj n kaj montojn. Dum
nokte ŝi ofte tre ploris, kiam ŝi 
pensis pri tio. Sed Paŭlo venis kur
aĝe en la lernejon kaj al la parencoj.

Post unu jaro ankaŭ Marjo devis 
komenci la lernejon- Kaj—mirinde ! 
—ŝi vere povis porti sian sorton.

ポール4よみニばなかつナ:，此の企ての 

（氣に入らぬ）爲に,そしてマルヨ（エ——甚し 

く殘念に思つ仁一彼の二さを。彼の女は思 

ったーーおそみIい二さがおち筈だり一緖 

に居る二芒は——見知らぬ子供たちざ,そし 

て住む;ざは——大きな家が澤山おみその中 

にーーそして見ない二ざ（X—-故鄉の野原を 

森を，山々な。夜っびて彼の女（H漸々ーー甚 

底く :

よく眠れ,妾の親いUのよ!

妾は座ってゐる——お前のり床のそばに。

ねむらない，雪丸は——おった——お力・し 

＜〇矢の様にーーそれは走りそして跳んだ， 

飛びか、った——マルヨの手の上に,けれど 

引込まぜた一口分の銳い爪む一傷けない 

爲に一此の小さな女主人も。

家庭にあって任マルヨ芒兄のポーノレ（I學問 

への第一步を踏みましr:〇彼らには家庭敎師 

が居りました，その人（1彼らご一緖に密起き 

してゐたのです。けれごボールが十歲になっ 

mきお父さんざお母ヨんはボールが親類の 

人達が住んでゐる遠い街の學校に行くやうie 
決めましr:〇

4-,父ちゃんこ母ちゃん（:［決め了ゝざ一少 

年がーー行け一學校へ一遠い街に（めめ 

その街には一住んだ一此の家族の親類の 

人達が。

ホール"此の企てには喜びませんで い:， 

そしてマルヨは大へん兄を殘念がりまい:。 

マルヨ（I見知らぬ子供ら过一緖に居るこざや 

大きな家が建ち並んでゐみこニろに住み，田 

舍の野原や，森や山なゴを見ないニごはおそ 

ろい、ここださ思ひました。その事な考へて 

ゐみさきには夜屮によく泣きました。けれご 

ボール厲勇氣を鼓して學校に行｝,そして親 

類の人の所へやって來ました。・

一年後にはマルヨも亦學校へ行きはじめな 

けれI工なりませんでし・T。そして，ほんこう 

に彼の女は自分の運命を擔ひ得たのです。

しく泣いた，彼の女が思った時に——その二 

ごについて。けれごもポール（エ 來た—— 

勇敢に一學校へ——そしてーー親類の處 

へ。

一年後にはマルヨし亦——はじめなければ 

ならなかつ化——學校/eそして——おごろ 

くべき二さに（工!——彼の女は一ほんこう 

に擔ふこ芒が出來ア:——自分の運命も。
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1¢を尋ねて（中等用讀物） 

原名 De Apeninoj ĝis Andoj.

伊汰利の文豪Edmondo de A inicisの傑作”Koi•〇"中の一篇〇

（此の拔萃は短期講習書中にもめめ

Sur la stuparo de Y vaporŝipo 
ekveturontaめla patro, donante al li 
kun larmoj en la okuloj la lastan 
kison, diris : ^Ekkuraĝiĝu, ^Marko; 
Vi vojaĝas por sankta afero; kaj 
Dio helpos vin !"

Kompatinda Marko! Li havis 
koron fortan kaj j)reparitan ankaŭ 
por la plej malfacilaj j)rovoj de tiu 
ĉi vojaĝo. Sed kiam li vidis ce la 
horizonto sinu belan Ĝenevon mab 
aperanta kaj sin t rovi s sur la alta 
maro, sur tiu ĉi granda ŝipo, plena 
je elmigrantaj samlandanoj, sola, ko
nata de neniu liomo kun la mal
granda sako, kiu entenis lian tutnn 
havajon — tiam ekkaptis lin subita 
8enkuraĝeco>

Dum du tagoj li kuŝis, kiel hundo, 
sur la antaŭa parto de la ŝipo, 
preskaŭ nenion manĝante kaj pre
mata de granda bezono al plorado. 
Ciaj malĝo aj pensoj iris tFn lia kapo, 
kaj la plej malĝoja； plej terure ĉiam 
revenis plej pers ite :la j enso, ke lia 
patrino estas mortinta.

En sia sentrankvila kaj ofte in
terrompita dormo li vidis ĉiam la 
vizaĝon de nekonato, kiu kun la 
esprimo de kornpa t)rigardis lin kaj 
poste flustris en lian orelon: ”Via 
patrino estas mortinta.u Kaj tiam 
li vek* ĝis, elpuŝu nte obtuzan krion.

Tamen li ree ekkuraĝiĝis iom kaj 
reestris unuafoje ekvidante la At
lan tiloiii Oceanon, post kiam ili 
estas trairintaj la markolon de Gib- 
raltar. Sed la nepremiteco estis mal-

原文6p・より）父親は出帆間際の■汽船の 

階段のきころで目に淚ん一ばい浮べて、嚴後 

の接吻もして云った。「勇氣を出てん仁ぞ。 

なわマルコ、孝行の族をすみんだから神樣I 

守って下さらうで」

可愛そうなマルゴ:ニの船旅にごんむに辛 

いこさがおらうざ、それに拄堪龙みだけの强 

い覺悟を持って居たが.美しい故攜のシェノ 

アが水平線のあなたに消えて行き、そLて大 

海原に出て來む此の大3な汽昶の上に（い同 

阈の移住民が群って居讥が・誰一人さして知 

人はなく、自分“たった一人全財産の入って 

ゐる小さむずた袋を持ってゐろきりかざ思ふ 

ミヽにはかに心細くなって來む。

で二日間さ云ふものは舶に犬の樣にうづく 

まったまヽ、碌々物も食はずに泣孑たい氣X 

かりしてゐた、色々な悲しい考へが彼の心に 

浮んで來た.そして一番悲しく、一番おそみ 

しく、最もしつつこく浮んでは來、ま讥浮ん 

マロ來し？： tのは~母親が死んでしまった 

ミ云ふ考へだった。

さぎれミぎれの・まんじりさもしない眠の 

中で.彼は絕龙す見知らぬ顏を見む。その顏 

が憐れむやうな樣チをしながら.ち•つさ彼む 

見つめて、そして耳許で囁いた。「お前のお 

母さんは死んでしまったよ」ミ。其の途端• 

彼找目が覺めて鈍いうめ呂も吐》出し7:。

■でしシプラ北タル海峽なすぎ讥後で.はじ 

めて大西洋も見た時には.いくらか元嬴わ冋 

復しr:〇しかし、それいまんざ暫のn 

了:。此の渺茫ごい・しかい、っでも滑らか 
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longe daŭra. Tiu ĉi grandega； ĉiam 
samaspekta maro, la kreskanta var
mego, la malgejeco de ĉiuj mizeraj 
homoj ĉirkaŭantaj lin, la sento de 
propra soleco revenis tiom fbrte ke 
ĝi minacis subpremi lin.

La tagoj, kiuj senenhavaj kaj 
monotonaj intersekvis； konfuziĝis en 
lia animo, kiel okazas ĉe malsanuloj.A
Sajnis al li, kvazaŭ li jam estis dum 
unu jaro sur la maro> Kaj ĉi u ma
tene, kiam li vekiĝis, li sentis de
novan ektimon, senti sola en t：u 
grandega akvo<lezerto, v（）jaĝantc al 
Ameriko.

Kaj la flugantaj fisoj； kiuj ofte 
falis sur la ferdekon, la admirindaj 
sunsubiroj de la t ropi kaj landoj kun 
la grandegaj nuboj el fajro kaj sango, 
la nokta inari umado, per kiu la tuta 
oceano sajnas esti brulanta laiomaro 
—ili sajnis al li ne esti realaĵoj, 
sed aspckt<）j vidataj en sonĝo.

Estis tagoj, dum kiuj la vetero 
rstis malbona, （lum kiuj li restis en
fermigi en la kajuto, kie ĉio skuiĝis 
kaj （lancis meze de timiga liaoso cle 
plendoj kaj malbenoj;li kredis, ke 
lia lasta horo venis. Alian ta^on la 
maro estis trankvila kaj flava; sed 
regis netolerebla varmego kaj terura 
enuo — senfinaj kaj malserenaj horoj, 
dnm kinj la svitantaj vojaĝantoj, 
senmove kurantaj sur la tabul（）j, 
aspektis kiel mortintoj・

La vojaĝo ne finiĝis — akvo kaj 
ĉielo, ĉielo kaj akvo,— hodiaŭ kiel 
hieraŭ, morgaŭ kiel hodiaŭ — inin 
—ĉiam — eterne ! Kaj dum horoj 
li staris apogita al la balustrado kaj 
rigardis la senfinan maron, ĉagre
nita maltrankvile ]^ensantii al sia 
patrino, ĝis liaj okule» fermiĝis sur 
lian sultron.

な海、上昇して來み暑さ、彼のまわりにゐる 

貧しい•人達のみじめな有さま、自分のたっ 

了:獨りぼっちの二ざなごが、ま化しても彼の 

心を重くして行OT:〇

折り返し打ち續いて來ら空虛な單調む!][1 
が恰度病人の場合の樣に彼の心の巾で混沌ざ 

してゐた。彼仁もう一年も海の上に居た樣な 

氣がした。そして每朝、目が覺め f その 

渺茫さした水の腥がりの上に、アメリカへ行 

く途上に、自分が鬧りぼっちでゐるのに氣が 

ついて.新なおごろきを覺龙ちのであった。

[原文7 p.）時々甲板に落ちて來る飛び您 

や・大きな雲を焰き血このやうに彩って沈ん 

で行く熱帶地方のおざ•ろくべき日沒も.大洋 

を一面に燃えた、せてまみて■溶岩のやうにす 

お夜の燐光も、彼には本當のものざ□思枝れ 

す、夢の屮で見てゐるもの、樣に思はれた。

惡い天氣がつヾいた日にご、船室に閉ち•籠 

ってち・つきしてゐア・そ;で仁泣くやらわめ 

くやらの混亂の中にてべてのものが踊り狂ふ 

のでめって;■彼は自分の锻後の時が來ア:ので 

はないかこも思った。また、海が岡,いで黃色 

Eちさヽたまらなく署いいやね退屈がつヾ 

きあきめきてる程果てしのない.みじめな時 

に仁喘ぎ切った乘客達任板の間に卵｝3もぐつ 

i:リミ橫へて.まるで死んiUの、樣に見龙 

了:。

:の航海に果てしがなかつ〇—海ざ空. 

空さ海.一今日し昨!!壬同じく、一-あすも 

亦今口の如く——現在——いつまでし——永 

久に續くのだった、で此の長い時間の間彼は 

てすりに倚りか、って.その果てもない海を 

呆れ返って眺めながらし心もさなく母規の事 

を考へてゐ7:、（ざいつの間にか〕彼の眼（I閉 

がってK5が：:がコド ¢352頁へ續く）
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新刊

★POR RECENZO, K. R. C. Sturmer, 12x18 
rm・ p. 60, eid. Eep. Publishing Co・ しondon, 
193〇,

好學心に燃Ĝ:勞働吿の靑郢，勞働舉枝で 

の講義I二初めて生き生きした生活に觸れ彳討： 

profesoro.有閑なブノレ學生の生活を物語った 

もの。現在の英國の知識階級を知ちにはよい 

ternoでおる〇

★SE（iRENETO, Kenelm TLobinson, 14x^0 
cm. p. 158, eid. ĉe la aŭtoro, London,193〇, 

近代的短篇を15ばかり集めア：もの。作者は 

英阈のesp-istだけおって,いやに角ごつ沢禮 

儀正しいrakontoのあつまり〇

★FERA KALKANUMO, Jack London, trad. 
de Georgo Savi lle el angla lingvo, 14x20cm. 
p. 360, eid. Sennacieca Asocio Tutmonda 
Leipzig.193〇.

アメリカの社會主義作家ジャック•ロンド 

ンの大作。魁大な萇篇Lの。内容はprofesoro 
の娘が,勞砌者の生活狀態に眼も向け,いろ 

いろの疑問を解決しっゝ遂に社會運甸指導者 

の姦さなり,夫ささもに勇敢に活動すちここ 

を主調过し,獨占資本主義の「鐵の跡」に蹂踽 

されているアメリカの社會生活もよく描いて 

わ"360頁に餘る長篇でわあみが譯文は割 

合にしっか、りしている。（學會圖書部在庫）

★ESPERANTO-LERNOLIBRO POR POPOLLER- 
NLJOJ, A. Degen.15 X 22cm. p. C7, eid. 
Ferdinand Ilirt k. Sohn, Leipzig,193〇.

學校に於けるesp.敎育の最も進歩してい 

ろドイツで,ドイツesp.敎R協會の支持の下 

に出版さロた唧・敎科書。美い、色刷のさ 

しz.r數・攵カット數十。子供むきに□常生活 

な魁材ミして會話,物語,一口ばなし,歌等で 

36課むみ7：している。Rekta metodoによっ 

て用いられるための充分注意がついている。 

すべてのesp.講習•のgvidantoわ必ず一讀す 

べ孑價値がち"（近H圖書部若）

右プロレタリア・エスペラント 第1卷

プロ科學esp.硏究會編,11X19 cm. p. 165, 
鐵塔書院發行,定價切錢

プロレタリア科舉研究所のエえペラント硏

究會によって計畫された,全6卷に及ぶプロ 

エフ、講座の第1卷。今までの敎授法の型を破 

って充分なプロレタリア意識も持って全然新

紹介 （RECENZO）
、 大島義夫

しい方針の下に編輯されていみ。全卷花4週 

貂日に分ち,各口に總論社會生活ざ言語,言 

語の本質，法則,及び實習についてミ文例ミ 

も設け,第1卷わ發音ミ簡單な文章の硏究さ 

esp.學習に必要な社會史的言語學的豫備知識 

过に富てられている。しかも多くのN＜（!容 

易な內容ビ相俟って外或語を全然知ら耳人に 

もア:やすく esp.がものになおように助けてい 

ろ。

★プロレタリアエスペラント必携,小扳狷二 

伊藤三郞著,13xl9cm. p.300,東京神田鐵塔 

書院發行，定價2冏

これもプロレタリア向きに編まれた拓習書 

である。言語一般についての總論,荊鮮か新 

しい生活についての敎林,新I く體系づけら 

れた文法法則さわ，今までの獨習書に對Lて 

この書の持つ大きな特艮であい

殆ごすべての語舉硏究若の抱いていろ文法 

卽ち言語の誤った考龙を破って，實生活ミの 

密接な關聯の中に言語ね把握する新い' 劃期 

的方針が本書の中に十分現われている。二の 

點で單に初歩苦のみでなく,多くのepp-isto- 
に本書の與龙る貢献わ大きいものでかみう。 

★悲慘のさん底,シェロシエウ・スキ著,黑川 

眸譯,13xl9cm. p. 209,東京牛込艮崎書店發 

行,定價80錢 ，

Kabe の名譯になる u Fundo de mizero” 
の飜譯。シベリアの荒野に死を待ちながら生 

）ていち一群の癩病患者の生活わ證むもの、 

眼を覆わしめる。二の本が同じ病に惱む柬村 

山の全生病院の同志によって譯出されわが国 

の癞病撲滅連動に一炬火も與龙得た二-に害 

ばしい。（圖書部取次）

★ESPERANTO AS AN INTERNATIONA], FAC- 
TOR, de W. D. Wullis, 15x23 cni. p. U.

Minesatu大學の社會學敎授なみ著者がそ? 

著"Rendi nga in Sociology n の中て’esP* を 

論じた一章を拔いて別刷にしたもの。 

★何から讀むべきか? 無産社編軾部編，12 

X19 cm. p. 88,足價30錢,東京魁町無產社 

發行，193〇.
大衆黨系の勢働者啓蒙遲動の一機關たみ無 

産社の無産者必諛圖也解欧 その一审が肇 

硏究法に當てられていみが,調直がすべて占 

いのわ遗憾。
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通俗科學欄
1） 

產兒制限 
について

淺田一 

（前號より績く） 

naskkoatrolo 牛產 
制限・産兒制限。 

iau la diro de … 
の言によれば。 

toleri認容する。 

nutri養ふ〇 

interne de tia kate
gorio そうしア: 
範圍に於て。

,Kantos4ラントス〇 

malfortacida 酸味 
弱き。

,Koromexr コロ メ 

クス。
imitaĵo模造品〇 

inteligentulo 識者〇 

moralo 道德。 

konsento 同意。 
propono 施議。 

konsila ofico 相談 
所。

inaŭguri 開く 〇 

dezironto 志望者。 

ekzameni取調べ 

る〇
enspezo 收入。

permeskarto 許可 
書。

kuracisto 醫者〇 

sigeli封E卩す。 

konsiLpet-ont-ino? 
ekzameni診察す 

ろ〇 
maltolerebla mal

sano je gravedo 
姙娠に堪えられ 
ぬ病氣C

indici表示す〇 

subskribo 署名〇 

apotekisto 藥劑師。 

direkto permesa 冒午 
可黄示。

trankvile安心し 

て2
Se neさもなくば。 

punmonsumo 罰］ 
金C

pro sia krimo 自分 
の犯した罪で。

publikulino 公娼 c 

policofico 警察署。 

transdoni 貸す〇

Scienca Parolejo

PRI NASKKONTROし〇.(り

de D-ro Hazime Asada・
(daŭrigata de la lasta numero)

Laŭ la diro de la doktoro kiun mi vizitis, oni nnr 
permesas instrui la metodon naskkoni rolan 1§ al mal
sanulino kiu ne plu tolerus naskon, 2§ al malriĉulino, 
kiu ne plu povas nutri sian plian infanon. Interne de 
tia kategorio la doktoro instruas la metodon•

Ili precipe instruas metodon kun holanda ilo, ĉapfbrmar 
nomita ^Rontos" k:ij malfortacida medikamento, nomita 
”1ゝいromex"・ Sed la ilo kostas tre multe. Ĉe ni jam oni 
ekvendas imitaĵojn de ”Rantos" pli malkare- Tamen, 
nur kompare riĉaj inteligentul(y povus utili ilin, sed 
malriĉuloj restロミ por cterne mizeraj- Kaj plue la moralo 
perdigHis. Patrujo po reus •

Tial mi deziregas vian konsenton al mia sincera pro 
pono ke oni starigu leĝon por reguli naskkontrolon. Oni 
inaŭguru en la urbdomo ofican konsilan por naskkontrolo. 
Dezirontino venu konsi 1 peti tien. La oficestro ekzamenas 
la nombron de infanoj kaj la enspezon de la vi zi tintino 
laŭ libroj cle la urba loĝantaro ktp. Kaj se la enspezo 
ne pcnnesus plian nutradon de infanoj pluaj, do li donus 
al si perni： skartcn.

Se ŝia enspezo ne muite rnankus, do li ne permesus, 
sed li donas al ĉiu konsiljKjtontino unu karton sigelitan 
de li mem, sur kiu oni enskribas ilian ĉiumonatan enspo 
zon kaj la nombron de iliaj inianoj, kaj konsilas ke ili 
vizitu kuracistoiL Kuracistoj ekzamenas korpon de kon
si Ipotont inoj kaj se malsano maltolerebla je gravedo tro
viĝus, do li indicus tion sur la kunportita karto.

Se unu el du subskriboj de la oficestro aŭ de la kura- 
ekto en la direkto permesa troviĝus sur la karto, do la 
kartbavanto povus aĉeti ilo;n kaj medikamentojn ĉe apo
tekisto trankvilc. Apotekisto nur povas vendi ilin al 
tiiし kiu montras la pcrmeskarton. Se ne, li devas pagi 
nemalmultan punmonsunion pro sia krimo, kuj se li 
ripe tiis la krimon, do oni malpermesus al li komercadon-

Li povas vendi ilin al publikulinoj kiuj ricevis per- 
mcskarton por sia propra profesio de la flanko de polic- 
ofico< Se tiaj virinoj transdonus il()jn kaj medikamentojn 
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al tiuj〉kiuj ne posedas permeskarton, estus punota, la 
ricevinto aŭ ricevintino ankaŭ.

Tiamaniere nur tiuj kiuj rajtas havi ilojn kaj medika
mentojn, povus kontroli naskon. Tamen por aĉeti ilin 
oni bezonus monon. Mezklasanc)j kaj riĉuloj povas Moti 
ilin trankvile, sed malriĉulcj ne. Por malriĉuloj oni devas 
konsili kun afableco pri la plej bona malkara metodo； kaj 
82 necesas, donu ilojn al ili senpage per la ekonomia sub
teno de varbitoj riĉiy.

Ci-tia propono mia estas tre urĝa, ĉar nuntempe tut
monda emo erotikismo jam eki mbi bas nian ])atrujon. 
Sentemaj, se n rezon aj gejunuloj estas cl roni gantaj en tiu ero- 
tikisma fluego. En nenia epoko erotikismo alportis pro
speron, ĝi ĉiun nacion pereis, se ĝi imbibis.

Nur kontrolu la naskon de infanoj senpatraj aŭ ekster
geedzaj ]er severa puno. Legitimaj geodoj ne kontrolu 
naskon kr( m ekonomia aŭ saneca krizo. Virgaj gejunu
loj ne jnalĉastigii unu la alian ! Virguloj nur povas edziĝi 
al virgulinoj, kaj virgulinoj neniam edziniĝu al jam mal- 
virgigitaj junuloj. Ni jurmedicinispovas ckspcrtizi cu 
vi estas virgaj aŭ ne, kaj kiu estas la vera patro de iu 
infimo.

Fine mi sciigas al vi ke ekzistas(lu specoj de nask- 
kontrolmetodoj, per-ilaj kaj scn-ilaj. Sen-ila metodo be- 
zonas fortan vo'on. Gi estas ne malfacila por individnoj 
post 40 jaraĝkiuj jani 1 \avos 4一5 infimojn・ Junii呵 

nur nasku leg让!me kaj senkontrole・ Se vi bavus sufiĉe 
<la infau()j; du venu demandi al kuracistoj, kiuj bone scius 
■ĉian metodon・

En Hokkaido, Karafuto, Ĉoosen kaj Taiŭan ankoraŭ 
restas multe da nekulturita t<ĵro・ Chii povos spari fer- 
mcntigon de alkoholo el rizo. Progreso <lc la seienco de 
nutrajo instruos al ni justan kvanton necesan； kin devas 
(sti forte pli malmulta ol la nnna・ Tiamaniere ni bavas 
multe(la rimedoj por solvi nutraĵan problemon・

Kn Fraucujo jani delonge nacianoj ne plu plimultiĝas. 
Kii Germanujo ankaŭ lastatempe minacas malmultigo de 
popolo. En Usono plimultiĝas nur enmigrantoj kaj iliaj 
idqj・ En Britujo ankan ekkomencis malmultiĝi liasknom- 
bro. Ĉiel niaj du najbarlandoj pereas fine pro la manko 
•de nask〇.

Patriotismaj pioniroj ĉie laŭtvoĉe krias ke ni devas 
naski. Kn cin regno tutmonda nnn regas movado por 
naskplimnltigo. Ni devas kompreneble malaltigi mortecon

kontroli 調節す 5〇 
ekonomia subteno

經濟的交持。 

varbi墓集す。 

ĉi tia 斯う LT:〇 

u仗a焦同の。 

emo傾向。 

erotikisma 劣悄的

な。

imbibi吸收マ〇 

fluego 洪水。 

ekstergeedza 野合 

のC

legitima正當の。 

malĉasti醜行ヤ〇 

virgulo 童貞。 

malvirgigi 童貞も 

犯す。

jurmedicinisto 法髻 

學苦。

ekspertizi 鑑定す〇 

per-ila道具によ 

み〇

sen-ila道具むし 

の。

volo意志〇 

individuo 個體。 

senkontrofe 制限 

ずに。

nekulturita 未耕作 

の。

ŝpari節約す。

fermentigo 酹酵〇 

progreso de la sci
enco de nutrajo 
營養科學の發 

達。

malmultigo 滅少〇 

nutraĵa problemo 
父料問題。

minaci脅かす〇 

enmigranto 移民〇 

nasknombro 出產 

數。

patriotisma pioniro 
愛國的先覺者。

morteco死亡率。
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Praavo曾祖父。

epoko de Meizi 明 

治時代。

penso kaj ago 思 

考ざ行爲。

sen-rezon-iĝi.雷同 

すみ。

ĉasteco 操〇

kontraŭ-nask-kon- 
trol-israo反產見 

制限案。

sincereco 誠意。

de novnaskitoj. Kaj ni devas reguli la naskkontrolon per 
la leĝo.

Karaj ĉeestantoj, el kies praavoj, nĵajstro IIukuzawa, 
estis unu el la plej grandaj pioniroj on nia nacio en la 
epoko de IMeizi, nii deziregas ke vi gvidu proksime ヽで11011- 
tan epokon de nia lando per korekta, justa penso kaj ago 
kiel viaj praav（）j. Ne blindigu, ne senrezoniĝii ! Ĉasteco 
kaj pureco cstns grundo de moralo. Erotikismo pereos 
nian patruĵon. Alte staru, laŭte kriu kaj klopodu ke 
nia kontraŭnaskkontrolismo estas urĝa problemo por ni, 
japan" •

Finfine mi kore dankas vin por via sincereco, kun kiu 
vi aŭskultis min, kaj ankaŭ al S-ro Morihisa por lia afa
bleco, kun kiu li tradukis mian esperantan paroladon en 
nian nacian lingvon.

通俗科學欄1
(2)

なめくじさ 

かたつむり 

涯木柿郞 

limakoなめくじ。 

helikoかたつむ 
り。

araneo < t 〇 

skolopendro むか 

で。

al-glu-iĝi くっつ 

く。

tentak!〇 觸手〇 

sintrudi出しゃ張 

ろ〇 .
eskspansio 膨脹。 

konstrikto 收縮〇 

muskolo 筋肉〇 

evidente明白に〇 

farado de ŝelo 殼 
の構成。

betonoコンクリー 

ト。
tavolo 層。

konsisti el••・より 
構成すみ〇 

animala materio 
動物質。

sekrecii分泌する。 

sako 挺〇

LIA1AK0 KAJ HELIKO （り

jau Wii:fbed Mark Webb.

K. Ŝibuki
En la ĝardeno estas ajoj kun piedoj,— araneoj kun ok, 

skolopendroj kun multaj — insektoj kun flugiloj, kaj vermoj 
rampaj, sed la heliko estas estajo iom diferenca^

La heliko moviĝas kviete kun la helpo de la t nta sub- 
parto de sia korpo，kiu algluiĝas al lu grund〇. Ĝiaj 
okuloj ne nur elstaras el ĝia kapo, sed sidas sur la pintoj 
de sentemaj tentakl（?j, kaj povas sintrudi distance antaŭ 
la kapo.

Estas necese rigardi tiajn aniinalcjn, kiel ili efektive 
trairas de loko al loko sur peco da vitro. Tiani rimar
kinda serio da ondetoj, kaŭze de la ekspansio kaj konst
rikto ĉe la muskola subparto de Ia estajo, kiu estas nomata 
”la piedoj,estas tre evidente videbla kaj tio rezultas, ke 
la antaŭa parto malrapide sintrudas antaŭen, kaj la pos- 
tan tiras post tio.

La flarado <le ŝelo multe similas al la koustruado de 
betona muro. Estas tri tavoloj, la plej ekstera maldika, 
koiisistanta plejmulte el animala materio kaj sekreciita. 
per la rando de la sako aŭ mantelo, kiu interne kovras
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la selon. Tiu ĉi korna tavolo donas la freŝan aspekton 
al la selo. kaj dum ĝia kon strii ado respondas al unn serio 
<]a tabul()j por mn r-far ado, du rue la surfaco de la mantelo 
faras la alian, kaj la rando denove elverŝas mason da 
kalkaj inaterioj en lu sj)aconĵ ĝuste kiel la konstruisto 
ĵnetus sian miksaĵon de ŝtonoj kaj cemento- Tiu ci kalka 
sekrecio kristaliĝas kaj formiĝas la (Inan tavolon, al kin 
la tria； simile al la perlamoto en ostro, estas aldonata per 
la surfaco de la mantelo^

En la maro kiij en sensala akvo multaj parencoj de 
helikoj, kiel la litoreno, povas elfermi siajn domojn, kiam 
ili retiriĝas en ĝi, kun sela kovrilo alfiksita al la fino de 
la korpo. Iuj, el la veraj helikoj faras tempan kovrilon 
en somero por gardi sin mem de elsekiĝo kaj en vintro 
kiel protcktiijon kontraŭ la malvarmeco aŭ malamikoj, 
kiuj ne povas sukcesi por rompi ĝiajn selojn.

La kornoj aŭ tentakloj sin trovas ordinare kvar, tamen 
ĉe kelkaj el la plej etegaj helikoj nur la supra paro estas 
kreskinta, kiu elportas la okulon. La plej eta tuŝo kaŭ
zas al la muskolo kuntiriĝon kaj t iras la ckulon en la 
kapon. Aliflanke la okulo estas etendita per la mallong
igo de V muroj de la tentakioj.

Kelke da specoj, kiuj vivas subtera en la mallumo, 
fariĝas blindaj.

Estas kurioze, ko Ia spirado de heliko aŭ limako estas 
komparebla al la aerumado de ĉambro kun malfermita 
fenestro. Se unu cl la animaloj rigardata, kiam ĝi
rampas, granda aperturo en la dekstra flanko ele ĝia 
.korpo estas videbla. Tio ĉi respondas al la fenestro. Kn 
la heliko ĝi sintrovas la Lordo de la ŝelo, kaj plej bone 
oni povas vidi ĝin de la sub-flanko； kiam Ia animalo estas 
sur rampanta sur vitro. En plejmulto(la limakoj ĝi sin- 
trovas apud la niarĝeno de la ŝildo, kaj en diversaj pozi
cioj en diferencaj genroj.

En ĉiuj okazoj ĝi kondukas en la pulman ĉambron 
(responda al la ĉambro)； kies flankoj estas abunde provizi
taj per sangaj angioj sinsekvanta kun la koro, kaj tra 
ĝiaj muroj oksigeno eniras kaj karbon-acid-gason forlasas.

(daŭrigota)

mantelo外套膜。 

korna tavolo 骨質 

W〇

respondi相雷すみ。 

elverŝi吐^出す。 

kalka sekrecio 石 

灰質分泌物。 

kristaliĝi 結晶す。 

formiĝi形成すち。 

perlamoto 眞珠母〇 

litorenoゝさご〇 

elfermi閉める。 

re-tiriĝi 退込む。 

al-fiksi固着さす。 

tempa kovrilo 一 
時的の蓋。

de esti elsekiĝo 乾 

燥される二ざか 

ら〇

protektajo 保護物。 

korno 角 〇 

elporti持ち出す。 

aliflanke他方に於 
て。

efendi伸ばす。 

speco 種。 

subtere地下にc 

spirado 呼吸。 

kurioze奇しくも〇 

aerumado換氣法〇 

aperturo 氣孔。 

bordo 緣。 

marĝeno 椽〇 

ŝildo楣:ナメクジ 
の背にわか菱形 

の部分）。

pozicio 位置〇 

genro 舉。 

konduki 到 〇 〇 

pulma ĉambro 肺 

室。

abunde 夥しく 〇 

provizi 貯ア、ろ。 

sanga angio 血管〇 

oksigeno 酸素。 

karbon-acid-gaso
］炭酸ガス。
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Notoj pri P Bibliaj Vortoj
(6 )

8. Orego.群(家畜の)

En la Sankta Biblio la vorto ,grego( estas 
uzita por esprimi la aron de Y brutoj.

,,Kaj li vidis : Jen estas puto sur la kampo, 
kaj tri(freg^j da ŝafoj kuŝas apud ĝi; ĉar el 
tiu puto oni trinkigadis la gregojn; kaj 
granda ŝtono estis sur la aperturo de la puto." 

(Genezo 29 2)
Fn la Hachette・genczo ni legas la verson 

jene.
kaj tri aroj da brutoj kuŝas apud ĝi: ear 

«1 tiu puto oni trinkigadis la brufar洌;…"

Kiel ini jam faras, mi prezen tas ĉ isube 
kelke da ekzemploj.

nKaj li pasigis tie la nokton. Kaj li pre
nis el tio，kion li havis sub la mano, dona
con por f-ia frato Esav : ducent kaprinojn kaj 
dudek virkaprojnr ducent ŝafinojn kaj dudek 
virŝafbjn, tridek man)nutrantaj n kamelojn kun 
iliaj idoj, kvardek bovinojn kaj dek virbo
vojn, dudek azeninojn kaj dek azenidojn. 
Kaj li transdonis en la manojn de siaj skla
voj ĉiun gregon aparte, kaj li diris al siaj 
«klavoj: Iru antaŭ mi kaj lasu liberan in
terspacon inter unu grego kaj alia.u

(Genezo 32 】3-】6)
nTamen mi koleki03 vin tutan, lio Jakob, 

ini kolektos la restejon de Izrael, Mi kuni
gos ilin kiel ŝafojn en ŝafejo; kiel ffrcgo en 
Regejo ili ekbruos de multhomeco.^

(Miĥa 2 吟

En la revizita eldono de N・ T. la vorto 
estas enkondukita.

„Kaj malproksime de ili estis granda grego 
da porkoj." (Mateo 8 匆)

”Kaj en tiu saina regiono estis paŝtistoj, 
kiuj kamploĝis kaj nokte gardis sian gregoれご 

(Luko 2 8)
Krom la Biblio mi trovis la vorton nur 

unufoje uzita de Dro Zamenhof en Fabeloj I.
"Li pelis antaŭ si tutan gregon da b〇亍oj 

kaj bovinoj;••-u (Andersen Fabeloj I p.15)
La Izraelidoj estis nomado kaj la Biblio 

estis ilia Jiteraturo, kaj tial ili prezentus la 
rilaton inter Dio (aŭ Kristo) kaj la kredan
toj per tiu inter pastisto kaj ŝafaro. Ĉi tio 
estas tre grava por bone kenipreni litemturon 
de F Biblio. Se oni ne konas ĉi tion, eble 
oni ne povas trafe koinprcni la veran kaj 
belan sencon de F sube metotaj versoj.

aliajn ŝafojn nii havas, kiuj ne estas 
de ĉi tiu gregejo; ilin ankaŭ mi devas al
konduki, kaj ili aŭskultos mian voĉon; kaj 
estas unu grego, unu pastisto.u

(Johano 10 I6)
“Tiam diris Jesuo al ili : Vi ĉiuj stura* 

blos pro mi dum ĉi tiu nokto, ĉar estas 
skribite: Mi frapos la paŝtiston, k:y la ŝafoj 
de la grego diskuros.u (Mateo 26 31)

舁Ĉar mi ne hezitis anonci al vi la tutan 
intencon de Dio. Gardu vin kaj la tuUm 
gregon, en kiu la Sankta Spirito faris vin 
episkopoj, por nutri la eklezion de Dio, kiun 
li aĉetis per sia propra sango. Mi scias, ke 
poH mia foriro eniros inter vi kruelaj Jupoj, 
ne lasante la gregon sendifekta,u

(Agoj 20 い)
Tra la sperto de Y ŝafLsta vivo David el

vidis la inanon de Dio kaj li psalmis:
”La Eternulo estas inia paŝtisto; mi man

kon ne havas-•• Eĉ kiam mi iro3 tra valo 
de densa mallumo, mi ne timos malbonon, 
ĉar Vi estas kun mi…"(Psalmaro 23 !3)

Per bela parabolo Jesuo elmontras profun
dan amon de I)io kiu serĉas fc)rvagantan 
animon.

nKaj Jesuo parolis al ili la jenan parabo- 
lont dirante: Kiu el vi, havante cent salojn 
kaj perdinte unu el ili, ne forlasas la naŭdek 
naŭ sur la stepo, kaj iras, por serĉi tiun, 
kiun Ii perdis, ĝis li ĝin trovos ? K：＞j tro
vinte, li ĝin metas sur siajn sultrojn, ĝojanta 
Kaj reveninte domen, li kunvokas siajn ami
kojn kaj siajn najbarojn, dirante al ili: Ĝoju 
kun rni, ĉar mi trovis mian hafon, la perdi- 
tan. Mi diras al vi, ke tiel same estos ĝojo 
en Ia ĉielo pro unu pekulo, kiu pentas, pli 
ol pro naŭdek naŭ justuloj, kiuj ne bezonas 
penton/4 (Luko 15 3*7)
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Pasis tri tagoj, sed ankoraŭ oni ne povis enterigi la 
kadavron. Dume Wang multfoje iradis al la domo de 
Bokne por konsiliĝi kun la edzo, kaj de tempo al ternpo 
la edzo de Bokne vizitis Wang< Inter ili certe estis io 
negoca.

Pasis denove tri tagoj, kaj en la nokto la kadavro 
estis alportita el la domo de Wang al la edzo de Bokne. 
Antan la kadavro kunsidis tri homoj: unu estis lu edzo 
de Bokne, la dua Wang kaj la alia estis kuracisto de 
la hin-medicinOe ゝ hi t? cl la . poso el prenan te mon
paperojn, cl kiuj ĉiu valoras po deksprsmil(yn, Wang 
donis tri al la edzo de Bokne kaj(lu al la kuracisto.

Je la sekvanta tago oni enterigis la kadavron en la 
komuna tombejo per la diagnozo de la kuracisto, ko 
B^kne mortis pro la kongesto.
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自轉車旅行記（3）
［日本に於ける印象］佛人ペレノレ手記

Mi salutas al la brava popolo de Japan lando ・ Kaj dediĉas ĉi artikolon, 
por ĉies rigardoj; ĉar ja : dank, al Japana gazetaro ĉiuj m n konas. Por 
ni okcidentanoj, Japanlando eslas vere mirinda lando. Mirinda ĝi estas, 
unue pro ĝia malproksimeco, due geografia izoleco, k. unueco kaj fine jiro ĝiaj 
ne ofte kompareblaj naturaj vidindaĵoj. Moroj, kutimoj k. t. p........

L九 unua impreso kiu frapas la cerbon de la vizitanto kiel mi, estas la 
multobleco, denseco, de la popolaro.

Kutiminta mi ja estis, al vasteco k. maldenseco de Siberio； kie sur 
nemezureblaj spacoj, vivas dise malgrandaj popolctc)j aŭ triboj.

Ankaŭ klimato min surprizis, kvankam mi s iis pri ĝi. Tamen pos t 
rigoreco de Sibreria, klimato, nii alveninU en Japanlando, preskaŭ kredis 
retrovi mian patrujon>

Ja simileco inter ambaŭ landoj, pri animalaro, floraro, klimato tre 
ofto paraleligas・ Jen ekzemple, mi revidas bambuon, kverkon, pizon, 
vinberojn, fruktaron, lcgomaran mildecon, floraron, tute ne konataj en 
Siberio. /

Ankaŭ tte bona surprizo por mi, estas revidi vojojn. Vojoj, sur kiu 
veturas multaj aŭtomobiloj, biciklaj, k・ t. p.

Tre maloportuna estas por mi la Japana skribmaniero kaj pro tio 
tamen, la multeco de la vojaro, estas por mi malfacilajo- Oni povas miri, 
ke mi esprimas mian surprizon retrovi voj(yn; mi la mondvojaĝanto・ Sciu 
do scivolema leganto, ke en Siberio, tute forestas vqĵqĴ・ Ekzistas nur; 
abomenaj irejaĉoj kotegozaj, sablozaj, ne apartigeblaj por bicikl vetu ranto ・

Cetere estas pro tio ke mi veturis la tutan Siberion per biciklo, sur reloj 
<le fervojo Transsiberia. Ankaŭ mire mi rimarkis, ke Japanan vojon ne 
plu uzas estveturiloj. Tion klarigas al mi la tro ofta malboneco de la 
Vojaro. Anl<aŭ mi ofte tre bedaŭris ke oni ankoraŭ ne ordigis la vojmon
tri U rOD； laŭ Eŭropa maniero. Tio estas starigi sur ĉiuj konvenaj lokoj, 
videblajn kilomctrfbstcjjn por la uzantoj de la vojoj.

Pro multaj kauzoj, Japanlando estas unu cl la plej vizitindaj en la 
mondo. Tamen mi opinias ke postrestoj de arkai kajoj kiel ekzemple la 
hieroglifoj, iaj malnovaj aranĝoj, nur malutilas disvolviĝon, moderniĝon de* ・ ■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【註】dediĉi 捧ぐ。geografia izoleco 地理 malfacilajo 〇 mondvojaĝanto 世界漫遊家。

的孤立。unueco統一。denseco密度。dise散 

り散りに。rigoreco苛酷さ〇 kutimita慣れ

讥〇 kverko かしわ。vinbero ぶ芒•う。1egomo 

野菜〇 surprizoおごろき。maloportuna不便〇 

scivolema 好事の。ir-ej-aĉo 惡い道。kotegoza 

泥まみれの。apartigebla見分け彳・る〇 vo卜 

montr-il-ar〇道しちべ〇 kilometro-fosto 黑程標〇

postresto 遺物〇 arkaikaj® 古物〇 hieroglifo 難
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la lando. Ja modernaj temp（）j, post lilas modernecon- Ekzemple； nenie en 
la mondo mi vidis tiom da bicikl（）j kiel en Japanujo. Samtempe, neniu 
lando, en la mondo tiom da naturaj vidindaĵojn Spite tion mi surprize 
rimarkis, kc ĉi tie t utismo ne estas tiom disvastigita, kiel en Eŭropo, ne 
emas koni sian landon ?

Por mi persono, Japanlando plaĉis. Ja, la originaleco de ĝia moralo, 
prezentas logikajn trajt jn, kiuj faras de la lando unu el la plej kuriozaj 
landoj en la mondo.

Ĝenerale plaĉas la lando al mi, pro okulfrapa higiena zorgemo de la 
popolo. Tamen, oni povas trovi paradoksojn.

Pri loĝejo, la domoj cfitas oportunaj tial, ko ili ebligas aeron cirkuladi 
libere. Sidkutimoj k. dormkutimoj estas bonaj pro tio, kc oni ne bezonas 
meblojn. Simpleco k. facileco rezultus por la purigado. Ja k:c estas 
mebloj ĉie k usas polvo pli malpli ・ Manko de internaj mu roj pro la samaj 
kaŭzoj ŝajnas esti ankaŭ bona. Ja tiel ne pendas bildoj aŭ ne estas papero 
kiuj ĉiam estas polva nestD. Pli supre mi laŭdis kutimon sidi sur la 
mat皿 t amen rai kredas ke por labori, ĝi estiis nek oportuna nek higiena. 
Por somero, al mi tre plaĉas la vcstmaniero, kiu estas oportuna nur por 
ne labori tamen.

Mi opinas ke kutimo sensuiĝi por eniri en la domon, estas plej laŭdinda. 
Pro tio la formo de la piedvestoj, ne estas tiel ridinda al mi, kiel opinias 
Eŭropano malbone informita.

Virina zon-ornamajo estas bela k. ankaŭ liar-plektaĵo. Sed mi riproĉas, 
ke la unua estas malhigiena pro tio ke ĝi malebligas sangon k. aeron de 
cirkulado k- tro premas la subajn organojn.

Pro trccco da ŝmiraĵo la har-plcktaja modo ankaŭ estas malbona mal
ebligante cirkuladon-

Kvankam surprizita je la komenco, mi preferas la vesta-libcrccon de la 
virinoj en la vilaĝoj・ Ĝi ja estas la plej logika vestmaniero por somero. 
Pro tio la duonnudeco de la virinoj ne estas riproĉinda k. estas tiom morala 
kiel la hipokrite kalkulitaj duonfermitaj vestoj de iaj Eŭropaj belulinoj・

Manĝkutimoj ankaŭ plaĉas al mi, ĉar ili estas vegetarcmaj kaj mi bone 
komprenas kial oni manĝas tiom da £§qj・ Rizo tiom valoras kiel pano, 
缶r ĝi ne estas fermentitajo. La fakto manĝi per bastonoj nun estas tre 
komprenebla al mi, pro aranĝo de manga procedo・ Ĝi ankaŭ estas opor-

解文字。disvolviĝo進展。moderniĝo現代化。 

spite tioそれにし係任らず。turismo遊歷。 

Persone個人さして。 moralo道德。logika 

trajto 筠理的持色。paradokso 僻說。cirkuli 

流逋す。nek oportuna nek higiena 便利でも 

なし衞生的でもない。sensuiĝiはきものをわ 

ぐ。piedvesto 兄袋。informi 報告す。zom 

ornamaĝo 帶〇 har plektaĵo 結掘〇 hipokrite

僞善的に。vegetarema菜食好み。fermentitajo 

酵物〇 fakto manĝi per bastonoj 著で食ふき
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tuna, ĉar ĝi senigas manĝilon de senutilaj instrumentoj kiel tran cilo, forko 
k. t. p. ・ ゝ’' ニハ:

En Siberio mi vidis grandajn t orspacoj n neprilaboritajn. Ĉi tie, mal
vasteco de la lando, k. densceo de la popolaro igis prilabori la t utan teron 
cc la plej malarandan teron, pro tio la lando estas modelo de kulturmetodoj. 
Oni kredus vivi en vasta oazo, tiom la kulturmetodoj estas intenco faritaj. 
Ebena rizujo lerte(I stranĉita per la irigaciaj kanaletoj, kim ĝia bela； verda 
koloro elegante alternas kun la scvcreeo； fiereco, imponeco de la arbarozaj 
verdaj montoj. Ĉio harmoniiĝas kviete laŭdante la zorgadon de la homa 
penado, k. la mirindaj sukcesoj de lia teknika laborado.

Afi bone komprenas, kial oni ankoraŭ laboras la teron nur per mano. 
Ja on tiuj malvastajoj malfacile estas uzi maŝinon. Ofte mi admiris la 
lertecon k. originalecon de la Japana kamparano. Ja iliaj plektaĵoj； k. iliaj 
kamp-aranĝoj monla okulfrapajn ecojn de pacienco, zorgemeco, obsti
neco, de la landa kamparanoj. Cetere tiujn kvalitojn oni retrovas, kiam 
oni iomete zorge atentigas viajn urbc)jn.

La simplaj primitivaj t rajtoj de la japana popolo, estas en la urboj 
igitaj al iliaj plej grandaj ecaj. Krome observante viajn urbojn, oni rimarkas 
la kuraĝecon, obstinecon, k. antaŭencmecoii kiu kara k terizas la eJapanc)jn.

Anktivaj temploj, sanktejoj agrable montras al la vizitantoj la jam 
trairitan vojon, kaj samtempe la unkti van carniccoii de Ja pania ndo.

Tokio k- Tokoli a ma plaĉis al mi, ĉar tie mi rimarkis, ke rekonstruante 
la urbojn oni ordigis ilin laŭ modernaj postuloj. Mai novaj; mai higienaj 
doin(>j kiel en Francujo ne plu estas videblaj. Ija stratoj estas bone pavi
mitaj k> t. p. .

Tamen rai opinias ke elektra drataro kun ĝia malgraciaj festoj, malbele 
k. danĝere eĉ ornamas la apucLijn stratojn.

Ankaŭ rai opinias ke la stratoj, kiuj estas apud la ĉefa； estas tro 
larĝaj. Tramaro estas tre disvastigita en Japanlando. Traraveturilo estas 
tre rapida, komforta, oportuna pro la ofteco de la cirkulud〇・

La Imperia Palaco, en Tokio estas tre impona, kun ĝitij dikaj muregoj 
k< larĝaj fosoj. Al rai plaĉis la aranĝoj oportunecqj, artiklaro, konstruajo 
k. arkitektajo, de la plej modernaj ĉion-vondaj magazenegoj, (zentilcco, 
akurateco de la Japana oficistaro en polico, magazenoj, tramoj, k.t.p. estus 
kopiindaj en la aliaj landcy. La postrestaĵoj de la tertremo, k. la muzeo

云ふ事〇 sen-igi 無くす〇 instrumento 器具。 

ter-spaco0 kultur-mctodo 耕作法〇 oazo ゾ ア 

シス〇 irigada kanaleto 灌漑満。arb-ar-oza 

森林多き。harmoniigi調和する。teknika技 

術的〇 originaleco 獨創性〇 okulfrapa eco お 

ぎろくべき傾向。pacienco忍耐。kvalito性 

質。antaŭen-emeco 先進性。ordigi 整頓ず〇 

moderna postulo 現代の要求〇 pavimi 舖 

道する 〇 ekktra drat-aro 電線網〉tram-aro 

軌逍網。disvastigita擴まってゐる。ofteco de
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dediĉita ol ĝi en Jokohama kortuŝis min. Ankaŭ ĝi lasas en mi la konsolan 
impreson de la kuraĝeco de la tiea loĝiintaro. Belegaj ĝardenoj, sanktaj 
arbaroj, en kiuj mi havis ĝojon k. agrablon viziti, pruvis al mi, la 
artccinklinon de Japanoj. Ankaŭ ili montris la respekton de la lcĝantaro 
por la bonaj tradicie^ ne malebliĝante pro tio ilia antaŭencmeco, kiu 
diferencas tiun ĉi landon de la aliaj Aziaj popolaj.

(jastameco de Japanoj, estas ankaŭ trajto de ilia akceptemo.
ヽIi sincere bedaŭras ke la lingvaj baroj ankoraŭ disigas provizore tiun 

interesan jx)polon, de okcidentaj landoj. Same mi tre bedaŭras ke pro ne
komprenebla skribmaniero Japaji'ando ne estas pli konata eksterlande. Feliĉe 
venis ESPERA NTO. Povu kompreni Japana popolo, ke tiu mirinde ne
komparebla ilo, estas des pli inda esti akceptita grandskale en via lando. 
Ja ĝi nur havas ĉiiijn kvalitojn, por emancipi en fremdaj spiritoj tiun 
veran Japanan senton.

Koninda lando, povas esti konigita； nur per la pl(y bona rimedo; ĝi 
<stas ESPERA NTO.

Saroe kiel mi licdian havus la ĝojon publikigi miajn impresojn ESPE- 
RANTE, same cin)Japanoj devas k. povas fari same, tio estas: konigi 
sian landon al la tilta resto de la homaro. Sekve, ĉiuj lernu ESPERAN* 
TON, ĝin disvastigu kaj PRECIPE PRAKTIKU Ĉ [AJN SERVOJN : 
ĝis la bela sonĝo de V homaro por eterna tcn? efektiviĝos.

ペレノレ君よりの手紙

En Kobe la 5-an X. 30

Alte estimataj samideanoj
de Jledakcio de " Hevuo Orienta " kaj J. E・ Ĵ.

Ĵus mi legas la 2-an parton de mia artikoj en la oktobra n-ro de R・O・ 
Mi esprimas per tiu letero la dankon pro la honoro, kiun vi faris al 

mi enpresi la artikolon・ Samtempe mi ankaŭ dankegas al la direkcio de
J. E. I. pro la varmaj rekomenda joj, kiujn sendis al ĉiuj renkontotaj de mi 
J. E. I.imcjj. Antaŭ 2 aŭ 3 semajnoj, oni petis min skribi artikolon pri 
miaj impresoj en Japanuj kiam mi estis en Nagoja. Tiam mi skribis per 
propra mano iun artikolon fuŝe, kaj pro tio, tuj ne sendis al vi. Poste mi 
mallerte t ransskribis ĝin maŝine (kvankam mi ne scipovas mas inskribi)^ 

L. Ferai化.

la cirkulado運轉の頻發〇 impona感服すペ

3 〇 akuratec〇几帳面。kopiinda眞似ちべ 

kortuŝi感動する。konsola慰めち。

art-ec-inklino 藝術的傾向。tradicio 口碑，傳 

說。?ast ameco 接待好。!ingvaj baroj 音•語 

的障害。disigi分割す。provizore 一時的に。

grandskale大規模に。emancipi解肚す。

（此の稿了り）

〔ペレル君の繪はがき ——京都エス普及會 

から學會へ多數寄贈されまい“御希望の方 

は2錢切手封入申込まれた1oĴ
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語

57. Reĝinoは皇帝

明治7年4月頃一英商人が橫濱で稅關規則 

に違反 いだいふ事件で，橫濱稅關良星亨さ 

英國領事ロパートソンさの往復文書中,英語 

のQueen (Esp. Reĝino) 4- 0本側で女王さ譯 

した。この公文か見'T英國公使ノヾークスー 

彼任漢文な解 い:一(1外務卿寺島宗則に會 

ひ,「この問題も問題それnan些々たみ事 

柄に過ぎぬけれビし東洋の外交に於てはー 

國の元首に對する敬稱厲重犬の關係めろIの 

で,現に同様の問題から,貴國は征韓刀議を 

唱へられた始末でめる。日本人が外國人を侮 

蔑すろ一氐因は日本は帝國なちし 英國は王 

國に過ぎずざの誤れる觀念に基く过思ふ。若 

し地も易龙，ロ本の官憲が女王ざ譯し化さ同 

じ簞法で,□本のミカドも吾々が男王ごでも 

譯し化ならば，口本國民任如何に憤激するか 

察するに難くない。自今英國の元首(I女王ざ 

譯さないで皇帝ざ譯するやうに願ひたい」さ 

注文い:。寺島外務魁は「口本で任勤王なり 

尊王なり,王政復古なりの語で恰く用ひらち 

卜逋り,王稱必しも卑下の意味で厲御座ら 

ぬ。」さ辯にたが,パークスは却々以て納得し 

ない。 ・

そこで寺島外務卿は星稅關昆に上京を命じ 

パークスに對して女王の薛語の理由を說明せ 

しめた〇星仕英國がEmpire (ĴBsp. Impeiio) 
で云(よないで,自らKingdom (む、卫.Reĝ
lando) さ稱すろ二ごから說出し,英字華に依 

り Queen ミ Empress (Esp. Imperiestrino)ざ 
の異同を滔々ざ論じたので,パークスは七面 

倒さいふ顏付で,「宜い、。然らば問題の紛糾 

を避くみため，原英字も!］本語に譯さないで 

その音の儘にクイーンご假名書きにマち二垃 

にしては如何。」ミいふ折衷案を出した。

剛腹な星は冷笑しつ、「それはお易い二ざ 

です。但し□本語ではインはイヌに通じ，ク 

イイヌこも聞龙ますが,それで宜しければ… 

…」。之を聽いたパークスは忽ち嚇怒し,「我 

が主君に對し驚き入ったる不敬の言を日本の 

當局官吏より承はみものかな。責任丈2當局

秘話 粟飯原 晋

者の斯かる一言任，場合によって口開戰の原 

因さならぬさも限らぬこざも御承知ないの 

か。」ざ云ひつ、,太い奉骨でテーナルの上を 

力强く敲いたCその拍子に卓上の紅茶茶椀は 

ひっくり返って床に落ち,粉微塵に琲けて了 

った。

寺島外務卿任，星の冷嘲的答辯も兎に角失 

言さして謝し,星に因果を含めて稅關昆の職 

花退かしめ，同7年7月跖uの太政官達な以 

て

「締盟各國君主ノ稱號原語各種有之候處和 

公文二ハ原語ニ拘ハラズ總テ皇帝ト可稱定 

式エ候條此旨可相心得事

但シ共和政治卽チ・利堅佛蘭西两班牙瑞西 

秘唇等ノ如キハ犬統領ト稱スベキ密」

さいふ規則を公布して,凡そ君主國の元首は 

その帝たろざ王たるミむ問はず,一様に皇帝 

さ稱すべきこ芒にして，此の事件は落着い亠 

(「國:凉法外交雜誌」第二七卷第七號所載,信 

夫淳平博士「明治の外交史上パークスの址位」 

による)

58. Junuloの譯語

「……第一に想ひ起す二eは,靑年の二字の 

こさでおるが英語のyoungman (Esp. junulo) 
花飜譯すみのに，若年も餘りに直譯的であり 

少年，幼年では餘りに子供過ぎち。そこで懂 

々協議の結果,唐詩選にめろ靑證の志を抱き 

云々の句から考へ出して靑年の二字を取り， 

ヤングマンな》靑年ミ譯し,YoungnienJs Asso
ciation (Esp, Junulara Asocio)ね》靑年會过命 

名し汇のである。今日に於ては何人し靑年又 

は靑年會ざいふ言葉を怪しむ者U/<,之を 

慣用して居るのでおちが,ニれは私共が五十 

锌前に色々苦心して命名したもので,實に今 

昔の感に堪龙ぬのである。」

:れは東京輾南坂敎會牧師小崎弘道氏が， 

去ち1930年5月4 H束京基督敎靑年會の創立 

滿丘十年記念の'rめにせる講演の一的・で，靑 

年たちもの、知らなければならぬ譯語苦心談 

でちち。



”LA TAGlG〇“ 新譯

夜

{Por laule legi）

吾が友胸の琴も彈け 

調べ新たな音ご共に 

歌は海山こごろかし 

眠れる者を呼び起せ

夜明け夜明けよ光り任流ち 

代の眞開は疾く送げて行く

明 け

小野田幸雄

（Po?' kanti）

友よ胸の琴范彈け

調べ新たな音を.

歌は山から海へさ

皆をゆ寸り醒せ

夜明け夜明け光り流あ 

夜の闇は透げて行く

荊棘の道のへ廻G）りゃ

岸打つ波の脅L
終ひにけ勝ちし喜びに 

平和の濱に帆走らん

長の戰ひ苦難の後に

綠の星の旗翻み

風が劎が來ろざても 

吾笹の腕は鐵の如 

焰匕不意の裏切りも 

吾が望みもば壞ち毎ず

如何な力も引き拔き取れず 

心深くも根な張り榮ゆ

熱の櫛信の帆で走み 

祝はん君の造りもの 

果てまで君に忠賊な 

早扌同志も壽がす

此の世仁變り月Hは移る

されざ彼等の記憶厲殘み

うれし吾等の此の言葉 

み空の神の秘めLのぞ 

家國民を愛すれば 

吾等の胸は撚龙上る

み祖（ま）に向ひ吾が血は赤し 

同（卜）時C）に吾等（士世界の兒なり

此の世の果てさ地の極み

萬の胸の其の中に 

響く木靈任（［や饗く 

依りて地の兒は歌ふなり

夜明け夜明けよ光り流る 

农の眞闇は疾く透げて行く

廻り廻3荊棘道

胸驚炉す波

終には勝ちし喜び

目指す平和の濱

長き戰ひ止みて後 

綠の星翻る

風も刀I何のその

吾等の腕仕鐵

焰不意の裏切り€

望みを壤ち得す

如何な力も拔き取れず 

心に根も張り榮®

棘さ信もて帆走ろ

祝はん吾が莒渠 

果てまで君に盡せる

祝へ前の一味

移み此の世變る月日

永（卜）遠3）に殘る友が姿

吾がうれしき此の言葉

天つみ空のもの

愛する家さ國民（咯）

吾等の胸任燃ゆ

神に向ひ誠むり

又吾等は世の兒なり

此の世の果て地の極拆

萬の胸の屮

早や木廳す木靈する

されば地の兒の歌

夜明け夜明け光り流る 

夜の闇任注げて行く
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外海 報

如豐』;盅
小此木貞次郞

現在世界エスペラント運動の組織

I. c. K. （Esp.運動の指導中心）は世界のEsp-movadoの組に就いて 

次の如・明瞭な略圖を新らしく示した。

1.C. K. Prez. John 3fercliant （Shcffield）
Direktoro Bob. Kreuz. （Genĉve）

1） 世界中の全べてのSocietoj及び個人的

Esp-istoj花連結せしめみ。

2） 禹國人传堆に夏季人學な開催すろ。

3） 必要に應じて專門及び他の會議aranĝi 
する。

4） 國際Esp.運動を保持さぜ,指導し,創始 

し,鼓吹し援助し，連絡せしめ，管理し, 

代表する。

しK. Esp.の基礎原則も保存し,正當な發達 

も管理・TZ»〇 し. K.の報告は萬感大會に於 

てなされる。

K.R.各阈は各々自阈の運動な指導する爲め 

I- nacia organizo在•持ってゐる。各國の

Nacia Societo （X K. R.を形成するす:めに 

一人の代表者を選出し,每年會R數に應じ 

て賦課金を!.C.K.に出してI.C.K.の 

經费过してゐる。その代表者けその國の 

organizoの內外の nnciii inovadoを代表す 

おものでむければならぬ。

U.E.A.獨立の協會であつて,エス語の使用 

も普及し,各禰の倔係を容易ならしめ,华仕 

事業も營み，團結の氣を發展せしめ,他の國 

民に對すろ了解ざ尊敬ざを助良せしめる。

Fakaj Societoj.專門家達の獨立の團體!にて 

I. C. K・ミ常時連絡を保つ。

Esperanto-Gazetaro. 獨立の企畫でめってI, 
C. K.ご常時連絡を保つ。

★ Q本で仁「姑屬法人日本エスペラント學會」 

が我网唯一のNiicis Societoごして之に參加 

しており，K. R.の代表者过して進藤靜太郞 

氏隹選出してゐる。LK・に（I陵律親雄氏が 

選まれてゐみ。

★此のorganizoは1926年のJ. E. I.の年鑑 

に旣に記されてあるが，多少歿更されT：i ： 
ろもあり，こ、に新に!. C. K •が毀表した 

skizoミ共に揭載す右。
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大會參加者
〇xfordに於ける第22回大増は終って，申 

込の取消や其他の變更I明になり,正確な結 

集が昔々の前に示された。卽ち參加阈対ヶ國

211人。國別にすちご・

1. 英 國 623.
2. 獨 逸 142.
3. ット

ンド
106.

4・ ネ丨 デ号 75.

5. 佛 國 4&
6. 波 閹 36.
7. 白 耳 義 23.
其の他埃太利,ユ

8•瑞 典 23.
9.ハンザリ 18.

10.チヱッコ 13.

11.米 處 11.

12. □ 本 9.
13.アイルラシド 9・
14.伊太利 8.
ゴスラビヤ,两班牙,

ゥヱールネ,瑞西，各7,涤洲6,諾威5, 
丁抹,夕・ソチ匕,フィンランド,各4・Saar 
領土 3,ブラヂル,プノレカ・リー各あ氷州， 

露西亞，各1・

ポルトガルの最近の情勢
リスボンEsp.運動仕最近頓に活氣を呈し 

て來ア二新聞のEpに對する關心が一般に 

反影してゐる。乂ホ・ルトカゝレに於けみ最し大 

きな古い書店の一つでちみParceria Antonio 
Maria Pereiraで仕大きなショウ•リインド 

にEsp.出版物を集めて飾り,大まな文字で 

‘‘ Libroj de Esperanto "过公示してゐる〇協 

會任 <（Ligo de F Okcidentaj Esp-istoj n で， 

一般から注目されておる。講習會厲二組に分 

れて行Jれ，兩方でも】0J名以上の出席者が 

ある。やがて婦人ばかりの講習會を開くでめ 

らう。去る8月31日田舍に宣溥遠足もなし, 

大いにEsp. ideoを祝し合った。參加者:X）0 
名以上。ホテルに於ても數名のoficistoな•エ 

スベランチスト化しつ、めろ。UEA.のde
legitoj （X都會,地方新聞を利用して,ホ國同 

志のUni. Asocioに入會も薦めてゐる。

Mez-Saksa に於ける Konferenco
La 8-a Konferenco de Mez-Saksa Esp-ista ro 

は9月&日,Frcnkenbergに開催さる。中部 

サクソニャ國の1〇地方からの代表が之に加っ 

T-〇その席上でNeu・Robschiitzから來た 

Harder氏仕瑞典國中も12 口間に自働自轉車: 

で四千轩旅行した話をしr:〇彼（丄瑞典國內で 

の會話任例外なしにEsp・も用ひに。彼（ĵ全 

く豫想外のこ:ろで同志过遭遇した;さな語 

つア:。ちち大森林の中で育ートバイの破損で 

困っておる時Esp.の出來る車人がやって來 

て修繕か手助けして < れ，汉疾走中綠星旗を 

見，又ちる時には村のKafejoで女中さんか

らEsp.で話しかけられたさ。最後に彼は日 

く。u Esperanto bone funkciis.”（Esp は實に 

よく役立った。） • 'ゝ

デンマークの綠星運動
OJense （Iお伽噺の作者Andersenの出生地 

さして人の知るごころでかるが，其の町で7 
月J4ロ一2•う口,12 口間のEsp.講習が獨り 

Centra Dana Esp-ista Ligo の主催で行（よれ 

た。丁抹に於けるĈe-metodoに依っての最 

初の短期講習會でおっか。先づ大宣偉が行" 

れ，幾多の垂要む新聞專門雜誌が此の講習會 

に就いて大々的に記事む揭げた〇參加者（I 
450名を越北,その4分のヨは全國の各地か 

ら馳せ參じた敎員であった。講習期間缺席者 

"殆んご無かった。講習の終っね翌日8名の 

lernintojが試驗を受け，その結果は良好で， 

殊に筆記試驗は頗ち優良でわった。最後のH 
に參80 LT:敎師連壮決議加作製して,「講習（1 
Bumana Esp.-Instituto の direktoro む i Ti
berio Morariu氏によって,Ĉe-inetodoで行 

はれた。吾々任5!に論理的なろEsp. 〇構造 

ざ，熟練せる了解し易き指導によりか、み短 

期間に輝かしい効果を收め得た。授業峙間任 

Morariu氏ミ吾々この間に取り交されT： gaja 
な會話の連績で終始し,その結果將來の完成 

への確固たみEsp・の基礎を敎科書なしで獲 

得する:ざが出來たのである。……今砂の講 

習によって吾々（ヱEsp,が何等かの形に於て 

小學枝の最上級で投げらるべま敎授案の中に 

取り入れられる;ざわ確信すみ。」さ〇最後に 

Centra Dana Esp. Ligo の Prez.である Al
fred Christensen氏の感想を加へる〇 ［今回の 

講習は賓に驚嘆に値する。勿論私は此の!n
stru-Metodo によれば充分な効果（［齎される 

二ざけ知ってゐたが,斯くも輝しきものき“ 

豫期しなかった。....授業中屢々私はMora
血氏が我々丁抹人にさって難解な,例へば 

所有格,H的格の形式や,相關詞についての 

問題に就いて實に見事な說明な與へて吳れみ 

ので,拍手喝采を禁じ得なかった。

1931年の萬國大議準備
大會は旣報の通り成功裡に幕を閉じ,本年 

のEsp.界最大行事任終った。ミその疲れな 

休める暇もなく,9月，ベルリンEsp-Gruparo 
は第23回大會（波1® Krakovo^開催前!- 

Antaŭ kongresoを三日間ベルリンに於て行ふ 

ここを決議17:。一此の他垠早旣に主なみ 

準偏活動（［次回の夫會の人成功を收めんため 

開始されてゐる。



345

ナ★★★★資★★★★★★★★★★★★★★女★★★★★★★水★★★欧★ 
* ★ 

・ 內 地 報 道 ・
卞 r X , ★
早★ ★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★致★***★★■★女★乂★★★

ScKerer氏來る
東京・横蘆・靜岡・盛岡・仙臺・新潟・金澤へと

東京・横濱・平塚•靜岡; I- C. K.の 

speciala dele-
gitoさして世界中に宜溥講演をして廻らふざ 

いふ Joseph R. Scherer 氏（二その秘書 Slinger 
氏ご共に1〇月4 口その瀟洒たろ姿を巨赠龍田 

丸船上に現い:〇橫濱果京の同志は彼を迎へ 

波止場の食堂に拉して先づ劈頭のBonvenon! 
の辭を浴びせかiĵr:〇氏の□なついて出み奇 

矗な發音,明快な3言•葉,流石（エspecila dele
gito でめるご肯かしめて一同安心さ共にエス 

語なればこそざ嬉ぶこで限りなし。ニれより 

東京に向ひ宿舍YMCA 
に旅裝を解き，最近エス 

ペラント部も新設した束 

京堂を訪り，銀座のAr
ĝenta Kunsidoに出席し 

Ĵ; 〇そしてその夜任小坂 

氏の□本食の晚餐會C

明くる5日任岡本，大 

橋夫妻伊藤，城戶崎氏ミ 

共に日光へekskurso。東

照宮,華嚴瀧,中禪寺湖, 椅濱港に於けるシヱシー氏（右よ

總て驚嘆の的,カメラの り四人目）スリンガー氏（五人目） 

的でめった。

6 ロ仕黑板博士の午餐會があり,午後は柬 

京朝H新聞社，東京□日新聞社も訪ね,タ任 

東京劇場の一等席で日本の芝居に驚異の目な 

みはった。

7 H平塚畫學校へ。我國に來て始めての講 

演でちったが,殘念な二过にはランプの故障 

でうまくいかなかった。平蒙の同志ざ暫らく 

懇談して直に橫濱に向った。

橫濱にての講演@は橫濱貿易新報社後援で 

その講堂に開かれた。數百人の參會者。淸水 

勝雄氏のエスペラントの話の後Scherer氏（エ 

直に「加州爭情紹介」「映畫の殿堂ノ、リウッド」 

の幻燈も寫した。通澤ii福喜多氏の名譯〇終 

って遙々來會Lた橫須賈平塚東京の同志さ共 

に記念撮彩をなしか。

8 〇,タはJOAKのラザオの波を通じて 

二十萬の聽苦Iニエスペラントの美しさを傅へ 

た通需“淸見陸郞氏。それより學沖の例會に 

望み色々面白い氏の經般談も話してくれた。

9日早朝川崎の電燈會社でランプを求め橫 

濱のgesamideanojざaniikgiし,特急富士 

にて靜岡に向つた。靜岡では高橋邦太郞氏の 

通譯にて幻燈をやる。

明くる1〇日は久能山に登り憧がれの富士山 

をカメラに收め，藤澤まで出迎へた小坂氏ざ 

共に鎌倉に遊ぶ。

午後六時より仁東京!］々後援にて满演會。

會場（エ同社の講堂でちった。定刻まで旣に同 

志諸君や neespe ran tistoj 
で立錐の餘地なく旣に6 
時前に滿員入場お斷りの 

札ん貼るに至った程でわ 

った。大石氏の紹介に次 

ぎScherer氏は簡單.なろ 

挨拶Hて直に幻燈を 

映寫その說明もなした〇 

之が通譯に當られたの任 

粟仮原晋氏。先づ例の如 

く「南加州事悄紹介」後 

に「ハリリッド」な寫し 

T: 〇始めてみみハリウ•ツ 

ドの街,王城の如きスターの邸宅,スタゲオ, 

トーキー撮彩に目は娛び,ハキハキ17:氏っ 

解り易い說明に耳仁喜んだ。最後に鐵道省提 

供のエス語字幕入美麗なみ實寫「四季の日本」 

な觀。散會。ランプの故障もなく意外の盛況 

に一同娄堵の胸をなで下した。

止H午後六陆より東京エス乂ラント但栄部 

の歡迎晚餐會cこの會はScherer, Slin-er氏 

の歡迎會でわるご共に又今度Oxfbrdで開か 

れた滇國エスペラント大會に出席され'n石愿 

修氏の歸朝歡迎，中華民風鎭江の同志符惱武 

氏の歡迎會でもわった。粟飯を氏の司會によ 

り上記各氏の挨拶があり，東京侧より丘,西 

博士,內田氏の挨拶がめり最後に小坂氏滯采 

中の感想を語り9時閉會い:。

13口は希望社ざ理化學硏究所にて亦々講演 

希望社では下村芳司氏の通譯で「死の谷」を，
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理硏では岡本好次氏の通譯て・「山の國スイス」 

な寫ir:〇炉くて13日午後io峙半多くの同志 

諸君に見送られ帝都を後に一賂盛岡へご,上 

野驛をBonanvojaĝon !の辭に送られて出發 

LT:〇 （ゝ1・ Kastelo 記）

,-皆〕17日午後2時Scherer氏來仙。直
1UJ至丨ちに市辰縣知事夫學總長等も訪“ 

て宜傳に力む。知事學筋部艮は旣にエス語を 

習っお事があり好意をよせら"夜は政岡家 

にエスベランチストの歡迎會を開きIes An
gela の運動を聽ま吾會でも再組織の動議が 

いづ。夜任茅場•氏の宅に。】S日折柄宮城女學

校の運動會なれば黑澤氏の勤めにて同校生徒 

に菊澤氏の通當で話をした。次いで松鳥見物 

同勢8人,愉快な峙をしった〇午後4時半人 

類届胞會仙臺エスペラント聯蛊市敎育會の主 

催にて歡迎會。席上ムッソリーニに贈る前の 

□本エス大會映葢になほ市內の風景が加へら 

处の舒附の話があった。午後9時よりJOHK 
より30分菊沫氏の通譯にて放送。ロスアンゼ 

ルスの砂漠及ぴ輸水運河に關する話。

夜商工會議所にて講寅會開催。聽衆約400 
名。シェレル氏□スアンせソレスホリウッドカ 

リホルニャについて2時問IIかり語ろ。尙束 

北帝人エス會艮東北帝大總是井上仁吉氏も挨 

拶された。その夜は菊羅氏の宅に。かくて19

新聞雜誌ビエス語

★門司新報 9月30H,エスペラント世界大 

會經過ざして石黑代表歸饬談。

★秋南新報1〇月9日，新刊紹介にエスペラ 

ント橫手の紹介。

★大牟IH每日斯聞9月26日より16回,人類 

共同生活の鍵,國際補助語エスベラント，平 

日朝10時新潟へ我つ。綠旗を擁して送お。热 

心なるローマゲスト菊瀝松井氏はRの東京で 

の大會の爲め郡山まで同道。Dankon ! S-ro 
Scherer!政岡家の S-ro Scherer の parolado 
に刺戟せられ再組熾の战連起り彼の推選にて 

prezidanto S-ro Kiknzawa, Vic-prezidanto 
S-ro Kuwaĥara1ちまろ各komitatoなつく 

リ面目一新の豫定。（桑廉氏報）

祐一净I10^171!午後7峙10分着,同志15 
新 颅I名出迎へ直ちに一等旅館篠田旅館 

に投宿。!smi渡邊氏宅に移り早朝より高枝 

にて幻燈機械の試寫。荊潟毎日,時事,新潟新

東京堂にて 

左より前列——大 

橋,小坂，シヱテ 

—,スリンガー 

後列——城戶崎， 

三石,平澤,小野 

田

聞社の三社を訪咼。會見の記事及び舄浜口直 

ちに夕刊に出た。午後2時より高校講堂にて 

講演會——開會の辭:富田高校敎授。エスペ 

ラントについて:31埼瞬大敎投。映2!の殿堂 

ホリウッド:シェレル（久保義哪譯）。閉會の 

解:榊厚し——それより記念撮影の後イタリ 

ア軒にて晚径第24名出席〇 Scherer氏エス 

伸•のOrganizadoについて話す〇二のH十里 

距つ了:加茂町同志5名來潟〇新潟縣下エス大 

會の觀あり。19日午前9時金澤へ向け出發。 

同志醫犬眼科和田嬢はH本の人形を贈る。シ 

エレ，レ氏F1く「貴女【エノ、リウッドに來れぱ直 

ぐに!］本の人形樣ごして可愛がられ一躍スタ 

一さなります」io （久保氏報）

田鬼丸:>

★柬京口々9另29日io月〇-ion,シェレ 

ル氏の記事。 .

★江州日々9月21H,ベレ;レ氏の記亭。

★讀賣懸阳】〇月8ロ,シェレル氏の电事;

★少女俱樂部口月號「大評判の口本嬢」俊 

经靜香。



卷京| ^Argenta Kunsido笫百回記念會 

合ーーを明治製菓樓上にて10月1S 

□開く。會するもの30數名。特に橫濱より6 
名の同志參帕。门己紹介や歌の合唱や餘興に 

賑ひ後各にdisdonaciされたfondinto大橋畫 

伯の畫を手にして散じたのは9時半。

★東京學生聯盟例會——10月!7 H多摩川への 

散策を企てら。午後一時漩谷驛集合,會すろ 

者西隊長を初め來賓岡本氏,帝大醫,理，文各 

學部並に束京藥專の同志多數。尙聯盟振興策 

に付き再議哎し結果常任委員窃（各加盟校よ 

り送出せみ代表者を以って組織す）4・新に設 

立すら二芒に決しT：o尙之に對する具fiS案任 

改めて各校に逋知す。

★東京美術學校エスペラント部——世界に口 

本美術の紹介を目的さして今度繪端書二種撰 

定,G. T. Sun Co.より發刊〇第一回,狩野 

元信（山水圖）,室町時代。岩佐又兵衞’浮世 

繪人物圖）,德川時代。當部員にのみ頒布し 

た。今後古代より今代に至る傑作繪畫50,彫 

刻30,建築10,工蕪10,の割にて續刊。發刊 

に共に當部霞“Kroniko”に解說。完了过共 

に單行本にしたい豫定。若し御希望でい:ら 

學會に御依頼致しまし了:から實費送料共一組 

20錢で御頑ち致しii.

9月：8口全左エスペラントグルーポに於ける「悲慘のご・ん底」出版祝賀會の光景

京都
9月20日Peraire氏着京。新聞社 

訪問。幻口生祥寺にて歡迎會c氏 

の熱辯を傾聽して夫いに得るこ:みあり。1〇 

月12日は京都犬津の同志20餘名ざ坂本比粗山 

へ遠足す。1SĤは中野忠一郞氏の葬儀でめっ

たので京都エス會の名において花输を捧げ, 

ハ木口出雄氏弔辭を朗讀。故人生前の希望に

運動漸く隆盛ならんてするに當り二の先驅者 

も失ふは痛恨に堪へずC （近藤氏報）

★京都學生エスペランチスト聯盟——委員件 

を9月2 H開｝次を議決す。委貝艮:京大吉 

FH金三郞氏。會計係:三高靑山。聯絡係:同

志社一木。茹委員の決定。會費の件。シェレ 

ル氏講演の二ざ。辯論大會の件。（三高エス

より同志一同靂丽にてEspcro合唱〇我々の 部報）

La 18-a Japana Esperanta Kunsido en Kanagaŭa



34父

・ 禹 9月18 口岐阜より來津のペレル氏 
穴 津Iな迎へ各新聞社市役所中ノ、路氏 

（咋夏來病床にめった氏を訪れしベレル氏は 

色々さ氏を慰め治癒法を說き氏しまた甦生へ 

の努力も約された劇的シーンでわつな訪 

問。同夜魚善食堂にて歡迎;れ植村氏宅に泊 

あ。9月!90（1大津エス㈱盟CK津エス會, 

大津エス普及會，大津商業エス乂ラント會が 

共同事業をなす場合にいこの名を用ひみこミ 

にしTO主催江州□ 1!新聞社後援にて大津两 

小裁校にて次の樣に講演會な開いた。聽衆 

4C0. < - 」

開會の辭:江州日日鎌田記者。國際は何む 

語るか:大津 北垣雅樂一。エスペラントの 

暧さ:京都中原絢司。獨唱:京都廣瀨武夫 

エスベラント行脚談:ペレル。通譯7京都 

伊藤榮藏。後エスペラント講習曲を開く。

大津に於けろペレノレお

仙rヾ夂 ペレル君神戶より10月9 n來姬。 
翌跆I立石藤谷氏に迎へられ同夜戊街頭 

に出て寫混入の繪葉書な賣った。思ったより 

よく實れた。珍らしいので宣傳が大分きいた。 

幼い子が買ひに來ろ^握手もし，軍人が通れ 

ば「甲人は無料だ」さいって與へ,鹦者を見 

ては「何芒いふ美い、女だ」さ感心しtio n 
轉處の修繕に時問なさり,ロ日朝寒くならぬ 

福島

瀨戶

北九州

門司

Ia幡

內に口本を去りたいざいって引止め〇〇 tき 

かず郊外まで同道し九同志に見送られて一路 

岡山に向った。（手柄エス學苑）

9月5 □新設の福鳥希望館にて第

-・回の會合を開いれ。會するもの

知餘名。先輩阿部氏も出席君が代，後藤先生 

のレコードをき、エス語硏究の今凌の方针等 

相談すc （岛崎氏報） ，

少年エスペラント禽生る13-15 
歳の少年15名によって組織松本!f

一氏指導のドに每ti1時間宛溝習。通信に権 

現寺町松本宛。 -

エスペランチスターローー通常の 

例會に兼ね先沒同志片山爲弘君の

追悼會を市內ハ幡町1丁目柔原與二郞氏宅に 

て開催。熱烈なエスペラント運動家ミして遂 

に任一命まで投げ出い:彼の迫憶談に卿寂な 

秋の&を更かし,各自鼓はI介って2ヨ時牛閉 

會。（寺崎氏银）

片山爲弘の計一昨年以來門司工

ス會の爲献身的努力もされ了:片山

氏⑺昨年春病を得て養生されてゐたがその甲 

斐なくハ月三十!］遂に逝去されれ直接原因 

（I确に講習其他で無理もされ仁爲だが他方理 

解ない人逹の壓迫し因しMi l!明かだ. い 

に同君み惜む共に我尊は氏な慰めみ爲更に高 

く大きく動かりばむらは。（K. T.）
海軍監督官補助さして一ケ年の豫 

定で八幡に來られた，橫須賀の松

葉菊延氏の歡迎會を&月游日午後7時よりハ 

幡市通り町二丁目ハ幡エス會事務所にて開催 

寺崎（門司）,田中（小倉）,林,中西（戶畑）,大 

森,淸原,岩崎,武田，口石（ハ幡）の諸氏出席

9月20日午彳麦7時より明治製菓樓 

上にて福!就高等學校匸スペラント

會發會式を毀行。出席者厲福高敎授赤野法香 

氏俱樂部より江口煤氏,外坊名出席。盛會裡 

に1〇時閉會。今後赤野敎授室にて「サロメ」を 

愉講寸〇 〇

福岡

褐高エス會 

發會式 

前列向って右よ 

り三人目江口廉 

氏次は亦野敎授
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★ 個人消息 長

京都の同志中野忠一郞氏の計

—— 我國に於けろZamenhof博士でして仰がれし ——

中野忠一郞氏く終身維持員）の逝去は京都のみならず廣く Esp-ista mendoの一大損失であっ 

て,二の先驅者多年の勞苦が酬いられる二ご未だ必らずしも多くないのに，:の悲银に投して實 

に痛惜に堆へない。中野氏がEsp.の學習を始められたのはかの記念すべきカ•ソトレット氏の

請義錄（明治39歼岡山發行〉 

によってでめって,爾來終 

始一はK<p.の爲に盡さ仇 

お功勞ははかり知る二芒が 

出來ないのでめ"口ら 

Esp・の普及宣傳を以て天職 

さむし，Esp.の爲に壮寧卩 

なき感があったが，その型 

滿な人格,年さ共に加任ら 

熱烈な意氣は我々の等しく 

敬服い:所であり，乂 pro
fesio に於ても,mienoに於 

てもZamenhofその儘で, 

恰も眼前にnia Majstroを 

見るの思がめった。からゆ 

み機會に各地の同志ミ交羅 

せられ了:からkara memoro* 

来ご共にわの温顔を思浮べら 

れる方々し多い二さであら 

う〇春以來病勢の一進一・退 

に我々（1一喜一憂して止ま 

なか化っが，遂に起たす， 

10月14 口 57炭も以て逝かれ 

れ病中も常にEsp.の二 

さな語られ,七月末には中 

原脩司氏に金澤のkongre 〇 
に出席の二さな訣せられ， 

殊に，永眠前十□に（I幻想 

の問にKsp.旅行の景況む 

・述べ，訥語の中にE p. 
paroladoが斷續して洩れ出 

た由で,蓼寢の間も血 

kara lingvoを忘りなかっ 

r:〇「自分の死んだ節に仕

胸の上にFundamento de Esp.も置いてほ い、，そして,Esp.の歌を:庆って貰ったら二れ以上 

の幸福はない」さは豫ての希翼でわった，がその口がかくも早く來ようごは誰が豫期し亢でめ 

らうか。葬送當□は故人壬多年の親交おろハ木H出雄氏が中辭を期諛ぜられ,會葬せろ同志が 

鞭前にEsperoを合唱してが哀咅切々ざして胸に迫った。氏は刀圭畀に重きをなし平常甚多忙 

でKsp.に專念する時間の少いのも嘆ぜられア:が60歲以後はEp.に沒頭すら希累を有ぜら 

れ,X,來ちべきtongres。に我京都に多數の同志も迎へて,相語い ミも樂しみにしてをら 

れす:のでおったが,天二の人に壽むかさなかったの（ItSしみても尙餘わる壬ころで，彼な思ひ 

此を偲んで感慨無量でわZ〇玆に永眠に臨んで深甚なる弔意越表す次第でめる。

（近藤國臣記）

足助素一氏の計

本會終身維持員書肄叢文閣主人足助素一氏 十月二十九日東京帝大大眾病院に於て癌の爲め 

逝去された。氏は人も知み如く札幌農學校時代から故冇鳥武郞氏の親友で,その若書を一手に 

出版Iてゐたが,有岛氏死去後悶若が起ろe面倒ミは•かりにすべての版權な叩き返してしまっ 

たざ云ふ氣慨に富んだ變り者。秋田，小坂の模範エス獨習。松埼の愛の人ザメンホフを出版し 

大正十四年本會基本金に窃附を巾出られ終身維持负过して入會,更に咋年に「愛の人ザメンホ

フ」の版權を紙型諸共本會へ需附せられち等, 

玆に深く追悼の意な表すら。

★松本淸彥氏ーー慶大におって學生聯盟I二色 

々ミ盡力されてゐた氏（ヱ此春御卒業，安田貯 

蓄銀行に御就職されたが,去ち十□久しく婚 

約中の馬場ゆき子孃ざ柬京會館にて華燭の典 

を擧げらろ。Renio紙上から松本淸彥の名け 

失ぜるが今後は馬場淸慧壬して,新婚の意氣 

な以て紙上を賑す二さでわらう。

我が學會の同情者ざして終始せられた。

★大櫛介二郞氏の渡支一此度百回目の第•合 

を開いたArĝenta Kunsid〇の創立者，學會評 

議A大橋介二郞氏は職裳柄綾て支那漫遊の御 

志がおったが,ニの度Sc-herer氏の渡支を機 

會に氏过同行して上海に至り，約ニケ月の豫 

定を以て揚子江も遡り畫垂を肥す二ござなつ. 

T:〇 Bonvojaĝon I
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全國エスベラント會一覽（9） 累計105

奈良エス會 奈良市西御門町 宮武正道

Internacia Parko Naraに訪れる外人はその時、氏名導御通

知下さい、bonvenigo, gvidoをIます。.

全國エスペランチスト中若し來寧の際は:必ず常會缶御誌問下債い。

大阪無產エス會（O.F.E.A.）大阪浪速鹽草町1146西川方 

地區、職場に根を持ちESP.世界主義宣傅普及に力めら勞 

働者のgrupo-每週月火金講習を開いてゐみ。

®松淸美

明善校エス會 

東高エス會 

斜都エス會（三靈縣山田）

福岡縣久留※市中學明善校內 平田 

東京府下中野雜色柬京高等學校內 宮田 

（例會を每月第二土曜タ;一9時まで）內 山

鬼

幸

丸

守

【變更】 在來小倉エスベラント會（中野氏宅）任中野氏の都合により 

小倉市山越町田屮國雄方に變更。

最近エスペラント講習會一覽表

開催エス會 |種類］期 U !時 問! ffi_書「ヨ打逆―師

久留米明善校 初 7.24->9.6 每日1時間 初等證本 5 平m鬼丸

神戶消寶組合 ff &月中月水金 — 〃 11 大屋安雄

灘 中 學 栈 〃 〃 — n • 9 安田龍夫

蘆屋組合敎會 〃 〃 — 〃 J2 前田健一

ハ幡エス會 〃 9・1-> 月水金 2時間 講習用書 15 松 葉

三JR縣一志郡屮原村 〃 7.2〇->30 — •— 30 岡田源平

三重縣久居町文武飽 〃 8.2〇->3〇 一 20 林,喜多川,工務

札幌希望社エス會 〃 7.4-> 9.5 金 2 HJ■問 講習用書 20 尖戶,鵜近

京都市聯合靑年•會後援 〃 7.1512週間 — G0 杉本武犬

朝鮮:普及會（春川にて） 〃 8.11->15 一 20 山本素光

弘前エス會 〃 8.21-* 27 2時間 講習用書 21 谷山弘藏

神戶エス會 〃 7.2〇->8.30 週3組 2時間 初等讀本 38 安田,前田,大屋

中 9.1-毎週水金 中等誼本 30 〃

高 大正15年來水啜 ■ ■■ Marta其他 不定 輪 譎

・三5K 縣山田 初 8.2470 2時間 — 30 南晶世

一希望社三重縣聯盟 中 〃 — 5 //

束京中央電話局同好會 初 8牙中水土 2時間 — 20 小野田幸雄

學會橫濱支部富士紡 〃 8月一〉3ヶ月週2回 — 初等讀本 50 鈴木秀一

戶部裁縫女學校 〃 G月・>3ヶ月週2冋 一 〃 50 仮田亀代士

外阈語學校 // 8.1~>10 每タ — 講習用書 10 福志多

朿高エス會 〃 9・18~月木 !時間 短講書 10 高橋孝吉

か 〃 〃 〃 〃 7 木庭二郞

中 9.22» 火 0.5時問 骸骨の舞跳 10 高橋孝吉

備考 神戶エスペラント協會の集會場は熊內權逋一丁目畫停前 神戶消費組合支部樓 

上である。 以滋矗
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“en kompanionに就いて
„Esperan ologio** N-ro 1,Apr. 1930 及び 

,,愛あろご二み神あり''p.125に於て川崎氏 

(1en kompanioなみfrazoが”仲問さいっ 

しょに;仲間で"(en compagnie; in com pan y 
wiih)の意に用ひられた;さを擧げて問理さ 

され、殊に„Esp-tologiou |L於ては、斯かる 

用法に,,英語なんかのいわゆろイヂカムむ;i 
り入れちここになる、絕對に排斥すべまでお 

ら“さして、硏究のためひろく類例むしざめ 

て居られます。以卫それに就き:一

やはりS-ino M.宮idlovskajaによるエス譯 

„Princo Serebrjanij44 p. 9に同じ用例があり 

ま'ĵ 〇 „Ni iras la saman vojon, kaj en kom ・ 
p«nio oni pli gaje vojaĝas,-新刊 SAT の 

«Plena Vortaro*4 では Kompanio の說明第 

三項さして „3 (P.M. Malkonsilinda estas tia 
uzo.)=Akompanado 1:ŝi iris kun sia mal
granda infano en kompanio de du ĉamĉasis
toj (Z); en kompanio eĉ morto faciliĝas (Z)u 
ごめります。この二例がZamenhofの芒•の著 

書にわるのか同志の御敦示Ĵt乞ひます。なほ 

同書はkompaniuloもakompanantoご解し 

てゐます〇それからkompanio 一字の新しい 

(?)用例さしては „En okcidento nenio novau 
p.10 以下所々で compagnie ”Troupe d'in・ 
fjinterie, commandĉe par un capitaine (La
rousse) ;company" part of BATTALION 
commanded by captain (P.O.D.)卽ち Fub- 
bataliono の盘に用ひられてゐみのを見受け 

ました。終りに、岡本、川崎兩氏の提唱によ 

〇 Esperantologio硏究がEsp.の實用化さ相 

並んで同志の間にいよいよpli viglaならむ 

二5切望します。(河合龍彥)

Esp-istoの考慮を促す
プノレジョアざ稱する有産階級は.多年'の克 

苦精勵によりて.産を起し唯り自己の爲のみ 

ならず、多くの無産階級の人に生業を與へ. 

生計の資を供給するものにして、若し頻繁に 

起る勞働階級の苦情を彼らが煩はしく思ひ・ 

悉く廢業して無爲関散の人さなみに至らば、 

人類の最多數を占むる無產階級の糊口は、唐 

突に干揚るで外らう。

凡そ人類に賢愚不肖の差あろ(匚 口然の理 

にして、何人も免n能はぎる處でむ7)nその 

原因さしては.或はZを遠く祖先の血統に發 

し、或は父母が病中衰弱の時に、或は泥醉の 

時に、孕まれて生る、子は不幸にも、その結 

果を享けて、不肖の者わい)ヽ成良の後社會 

の落伍者こなる(匚 爵劭の證明も俟たずして

瞭かて•ある。それ《らの人々が、その然らざる 

健全なみ人ハミ、同一に産を別たみ、しのざ 

すれば、誰かま額に汗して、粒々辛苦の勞 

を敢てする者がめらう。而して自爲有能の人 

が、その活動を中止するより、國家の疲弊を 

來す;明かな事實でめろ；，叮

勿論エスペラント界に於て1此の傾向は多 

分に盛られてゐるの(二否み得ない。ア・ジ 

ヨアに一考む要求する前に、今一度艇建苦な 

み者し熟考が必要であらう。つまり同じもの 

を目指して進んで居る我々間に時ざするさ・ 

反目的な所爲が釀され易い爲■時に.よっては 

此の并及上に支障を來す二さがある。此の反 

目こそ我々の最も忌むべき行爲であって、速 

に之な徹回して.此の語の眞の使命を果さす 

ぺく努力し讥い。此の語を國際語にご叫ぶ舸 

にあたって我々は.此の語により以上の國際 

性ご實際的價値な具備さしたなら.明日の大 

衆は、否應なしに此の語を風際語芒して受理 

するでめらう。(我獨尊)
・—丄亠一亠・亠，・「■し・■■・一 ・一 ・ー ーー■ 「一—ー ー ・—■ _ —-

★エスペラント連動もまだ或意味から云って 

幼稚な階段にめろさみえて,文法の一通りも 

嚼ればもう相富幅が利くのですがーーそれb 
なるほ芒'惡い事ばかりではないのですが，や 

けり弊害の方が多い梯です。

第一その位で任エスペラントに對する理解 

がまだ十分さは巾されぬ。從って人に宜傳す 

る場合も，まして敎へら場合任,やはり何處 

かに拔けた所がわり，敎へる方も敎へられる 

方L不滿足な結果に終ちのです。その中にふ 

ざエスペラントについて何か駆問でも抱く様 

になり,そのま、捨て、顧なくむち樣にでし 

なれば周圍のneesperantistojに對しても惡い 

影響を及ぼすのです。

私達厲いろんな條件によってエスベヲント 

の究硏を阻まれてゐ表す。晝の間いそがしい 

職業をもってゐて，夜(［ほさんご眠ちために 

のみ家へ歸るざ云ふ様な方もありませうし, 

健康上の理由で十分に時間を割く事の出來ぬ 

方もありませう。私達はその人がエスペラン 

トにおいて速成ぜぬからミ云って馬鹿にしT： 
り,責めたりすち氣持は少しもありません。 

然し乍ら私達は勉强においてまだまだ足りな 

い所があるに關らず，無暗に活動の7:めに時 

間さ勞力む割くの(［いかヾかき考へます。

> (風問氏稿より)

★來年度の本誌表紙の圖案花募集します。印 

刷は二色刷まで,實物大,草案にても結構，何 

卒RO誌の爲に振って傑作も御送り下さい。
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tiam li ree vidis la
—（329頁より績く）■——

nekona- するさまた例の見知らぬ顏があらはれて憐

tan vizaĝon, kiu kunsentan 〇 rigar
dis lin kaj poate ripetis en lian 
orelon: ;,A7ia patrino estas mortinta." 
Kaj aŭdante tiun vcĉon li subite 
ektimis kaj vekiĝis kaj revis plu kun 
nefermitaj okuloj kaj rigardis la nc- 
ŝanĝiĝintan horizonton・

—（325頁より緬く） 

その次に「世界語國語對譯字書」ものぜてゐ 

るのでわって、之任〇,Connorの第五部の 

II. Esp.-Englishを大抵繼承してゐみが、そ

の譯に關して任可成り正確を期した旨、本書 

冒頭の「例言」に於て記してゐろ。卽ち「窃に 

自ら信ずる所ありて、斷乎ざして新に譯語も 

下しア:みも少からず」ざて仏心が英譯で收 

sedimentざあるが、「原本（I drojji あり、 

drojji任酵母なれば・沈澱物なろには相異な 

きも、之をsedimentさ譯しては十分に其意 

な•盡したりミすべからず」芒云ふが如き之で 

あろ。しかし今日より見れば、無理に日本語 

に譯出せんざした跡がないでもない。例へば 

melodramoを歌舞伎ごしprunto 貸金ざす 

みが如き、乂 spezoを運轉:ざ譯し讥が如3之 

でちみ。乂 jaが「俗語のだってに相當す」さ 

れむやうな標丁で?7つミ彼を見詰めながら・ 

お前のお母さん任死んでしまっおよざ耳許で 

繰返しĴ:〇此の聲にびっくりLて目を覺まし 

てまた・開ききれぬ眼て•ぼんやりざ何の址化 

しない水平線をながめた。

力\ samaが「添詞、意味を强むみ用をむす、 

我が「ぞ」「二そ」等の類」さしてゐみの（I面 

白い。其恢 誤植の槪して少いのは•丨世界 

語拓習」・異ろ點でちる。

本書の最後に揭載の「旣刊世界語書目」（牡 

當時のエス書を知ろ上に於て.興昧深いもの 

がある。今（工稀書こされてゐるGernetの 

Fantomoj や、Reisebilder, Hamleto, Nevola 
Mortiginto, La Gefratoj, La Libro Ruth 等 

が露貨を以て示してあろの（れ 我々の垂诞せ 

しめろ所である。; ;

以上簡單に二葉亭の「世界語」な紹介した 

のであるが、本書は主さして獨習書さLて編 

まれたもので.文法的說明に止ちが故匚、纏 

った讀物のないの任止むな得圭い。この鮎な 

補ふ爲・彼（［九月に「世界語讀本」が發行しれ

朱筆を 

★先月號は發行がおくれ化上に揭裁原稿にt 
一部の人から非難を受けた。自分は或意味に 

於て筆者に對して同情を持ち又一血に於て公 

平でありたかつ仁。その上「後記」の書き方 

が惡かったご見龙て誤解んい二方がある。此 

奴ア淋いヽ。

★此處に辯解?でもあるまひが云ひア:い二さ 

がある。每月編輯者が變ちのは如何に不便が 

めろが,そして每月編輯苦が同じであるの戊 

如何に矛盾の伴ふものであるか,之を獨りで 

船驗した故。そして自分自身に對すみ編輯上 

の不安が遂に彼の如き後記な書かしめたのだ 

っお。新參者，しかも淺學の功だけに。

★だが此の不安は近く開かれ仁編輯會議で全 

く拭ひ去られた。結局來年度からは合議的當 

番制,つまり每月編輯會議で原稿在選定し 

之を當番が處置すなこ云ふ方法だ。之によっ 

て執筆される方々も今までより以上の努力さ

緊張さをもってR・〇•誌を守り,よりよヨ雜 

誌が産出されろでめらう。

* ・来 关

★今月も發行がおくれ沢。色々な意味で產出 

に多難だった。少しく忠實にR・0・誌の事な 

考へみて，たこへ健康に惠まれてゐなく U 
又他に事情がわらうざい小生には損得な超 

越し讥理性さ感悄壬があって，R•〇•誌から 

遠ざかろこさが出來ない。損な性分だが。

・此の意味に於て校正に忙殺されみのもさし 

て苦にはしない純情さむ持ってゐるので,彼 

のエロ，グ口,若し＜ （X階級闘爭,ざ云つむ 

時代に生活してゐみ人間ミして任少しばかり 

壑り種だが。此の心持を解って下さる方が1 
人でもあれ!て,如何なろ惡評でし甘んじられ 

み。丈らい自己宜傳の後記ごむった。

★和文エス譯任筆者旅行中に付記事が間に合 

はなかつ了:,御諒承を。
（池袋假寓にて，無花果居士）
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早收載語數

三千五百餘・
A

待ちにまたれたŜLOSILO出づ!
—日本エスペラント學會編—

エスペラントの齒
A

（ŜLOSILO DE ESPERANTO ）
大さ——各國語Ŝlosiloミ同一の菊判四分の一大

定價5錢…途科2錢一十部45錢、五十部2EI・百部3ii!50錢（但十部每に送料2踐 

添付の事.送料な3時はそれがけ部數で差引ます。）.

akcizo悄费稅 
akir!護術す6 
aklam!耿呼すし貲底" 
Rkio面盘（お 
akompan*!伴£;件奏す$ 
akordo牌巾;和音 
akfa鮫ヨ 
akrid*〇 lfi 
akrobato輕眾師 
ak6*o 軸 
akMom'〇 公理 
akfo 3〕幕;公文骷 
aktiv-a能動的な 
aktori盘盪 
aktuaPa現實の 
akurafa畤間加行の 
akuŝ*i分娩する 
akufa〔呂〕急性の 
akuz!告縣する 
akuzativ'0 冃的格 
akv*〇 水 
akvaforta銅底他版 
akvarelo 水彩!¢ 
akvaria水族餉 
al【的】..ヽ”へ\
alarm!警報す 
alaŭdo霎很 
albuma
albuminF〇 生白ĝ 
ald*〇 〔音〕アノハ ・
al'don'o附加■附錄 
ale1〇並木險 
alegori^ 怨・ 
alen*〇刺針
Qlfabet,o ア"フ？•ペクト 

31g*〇薄療 
algebro 代啟F 
ali*a他の 
*讥他に;热らずんぱ 
aligatori アメ 9 カ的 
alkal（i）・〇 7A：7 ノ 
alkohoFo 測青 
alkovi小み関 
aliŭanak,o 年ĵ£

••••••••

歸鳩｝

| almenaŭ【助］少く亡も
almoz'0 施物 
ain•〇 榛（誌） 
alfa高い 
altafo祭殂 フ 
altern!交咎すも 
alud'iほのめかす 
alumefo ぬ寸 
alun*〇朋殊 
am'i変す;巒す 
amafa 鳥がい 
aniano集團 
amatofo 好?家（IF> 
ambasadoro 大使 
ambaŭ【助】兩方さb 

ambici•〇 野心 
ambos・〇 绘砧 
ambrozia神の金物 
ambulanco 野Jfi網院 
amcFo瑕粉;糊 
amen ［MJ アーメ ン! 
amfibia 兩棲 gf 
amfiteatr^o 皿形劇 
arnika友连 
&m'ind'um'i 期!びる 
amneetfo 大赦 
amortizfi償逆すも 
ampleksi大さ,演が!） 
amulct/o 後将 
amuz!娛します 

-an-【尽】團战の一員 
anakronisma 畤代笳諛 
analiz!分析マめ刃Ŝすろ 
analogo類推;類似 
ananasro パイン7•ッフ•严 
anarkia掘孩府狀显 
Rnas'〇 家羽 ・
anatomi・〇解剖學 
anokdot,o — 口味 逸訪 
anclcs^併合・わ

»・アネモネ

うなヨ 
英国人

anemono
angifo 
anglo 
anguTo 角,隅

-7

anĝcfo天便 
anim,o整魂 
ankaŭ【助】--も亦 
ankoraŭ【助】耒は更に 
ankr,〇 關
anonc!吿げる 
anonima 12 名の 
ansefo倉舄 「bに］ 
anstataŭ【前】“• •…の代」 
•aut-【尾】现在分词 
antagonisto 反势者 
antaŭ【前】前力に;以前に 
antcnvo ア ノアナ肋 
anticipi先行する 
antikvi古代の 
antipatii 嫌惡 
antipodfo對瘗人 
antclogi,o踊華選,文粹 
antropolo ĝi*〇 人類學 
Anunciacfo御吿;狗吿祭 
anu^o肛円 ・
aortro大助呢 
aparalo器貝/裝及 
apartia療れ九，別の 
apartamenta 居富 
aparten*i屈する 
apatito冷淡，每或促 
apelaci!姿訴す 
apenaŭ【肋】辛じて【接】］ 
aper!現壮れら二すもや否や…」 
apetito 虫站 
aplaŭd'1喝采する 

apliki忙用する 
aplomba・秦於自若 

apog^iよりかゝ&す 
apologio洌戒的寓話 
apologfo 辯解 
apopleksi^o 卒中 
apoetafa许敎せろ，劇V］ 
apoĉtoVo使律 Lせる」
芯心trofS省字符 
apoteVo 琛痢 
apoteozi饯め屁る 

| apozicii 同辂

エスペラントの運動

の總本部Internacia 
Centra Komitato de 
Esp.-Movado で最近 
新し〈編纂した各 

flosiloに準據して同

ICK か ら Japana ŝlosilo 
編纂の依囑をうけた學 

會編輯部ではその文法 

の部を小坂先生にお願 

ひしその辭典の部は京 

都帝大聲學部エスペラ

ト會に依賴して編纂

を了し.先月末析字準 

備中の處今回完了發賣 

の運びになbまし佗。

化ヾ二の「鍵」は日本 

向きに編纂したのでそ 

の收藏單語の數も遙に 

多〈して三千五百餘語 

を入れてあって簡單な 

字引の用をなす。

宣傳に大いに御活用 

を乞ふ。

日本エスペラント學會隸が歸

ア比パb

財團
法人

ン

斷

TTTrTTTTTTTTrrrrrm u TV I TI 19111«



蚯^學會取次洋書目錄
☆洋書は如何なる埸合でも前金詮文でなければお送り致しません*

ーー洋書の値段は每月變動があbます一

……此處に無いのでし在庫してゐる物もめりますから

御希望の書物は往復葉書で御照會下さし......

【新再 着書】 •VWW^/Wk.

立贋!IOS料盘)

★La vila mano.エスペラント原作界の大家 

Bulthuisの作和蘭國氏の生活を題材さし詩の 

如・名文..................上製……330(15)
★Sivaĝi.17世紀の印虞の王樣の物語筆者厲 

印度の若きヱスペランティスI……0.85 C 4 ) 
★Bengalaj fabeloj.好評だった Si vag! の作 

者の第二回作品.................... 0.55(2)
^Junulino el Stomyr, スエーデンの農村の 

物語詳細任九月號の新刊紹介...... 0.85 ( 4 )
^Viktimoj. Julio Baghyの原作、ハ月新刊 

紹介の物愈々到着..................250 ( 4
★AnaliHka Geometrio Absoluta. 科爭書少き 

エス界に輝く幾何詳解二部よりむみ....... .

.........................二册で 4.6002)

★Plena Vortaro.全エスペランティスト熱望

の書到着せるも旣に殘部僅少十一月末再着の

豫足............... 5.90(内地18,植民地24)
^(Ekzercilo por supera praktika kurso de Esp・ 
會話を主さしねの中等講習に好適........

.............. ...............................................045(2) 
★KOM. BIBLIOTEKO.

Pri Lenin ……..................................... 0.25 (2)
Sennaciismo kaj internaciismo.......0.35(2)
Pri Religio .........................................0-25(2)
Tiel estis en la jaro 1915............... 0.15(2)
Programo de Kom. Intern. ............085(2)
La vero pri persekuto kontraŭ religio ea USSR

................................................... —0.33(2)

ザメ,ホフ博士澤善書…

★Aldono al la dua libro de lingvo internacia.
世界で最初にエスペラント語で出了:本の複製 

品.................................. 0 25 (2)
★Rabeno de Baĥarali.く、イネの小說さ Ŝalom 
Alejĥem の Gimnaziano ...................045 (4)
★S Rabistoj.獨文豪シルレルの劇、ザ博士 

晚年の老熟の筆....................0.80 (4)
*La Revizoro.贈文豪ゴーゴリの喜劇譯筆輕 

妙翼に喜劇中の白眉............... 0.70 (4)
★Ifigenio en Taŭrido.ゲ—テの傑作・聲四回 

萬國大會で上演せみもの.......... 0.70⑷
七La Batalo de F Vivo, 英文豪 Dickens 作 

のhumorplenaな小說ザ博士の竿蹟あり....

.............................................................. 0.55 (4) 
★Andersen Fabeloj !及II.おなじみの丁抹 

アンデルセンのか伽噺.......... 各0.80 ⑷
冷Mar他・波聞閨秀作家Orzeszkoの小說最 

近に(I映畫化された................ 1.30 (6)

WWWWXA 小

¥Vem Historio de Ah Q・珍らlい支那の飜

譯もの.(Revuo 7月號の新刑紹介にあり) 

.............上製1.00 (4)並 0.80 (4)

★Rakontoj el Biblio.聖書物語 0-30 C2) 
-^Lingvaj Respondoj.ザ幅士のない:質疑態 

答も集めたもの....................〇・55 (4j
★Proverbaro Esperanta.世外の粹ね集め了:h 

ス語諺集...........................〇・7〇 C4)
★Georgo Dandin.世界的喜劇作者モリエール 

の傑作............................. 〇-45 (4)
★Originala Verkaro.ザメンホフ博士の諸秫 

の雜誌へ寄稿しむ物・萬國大會での演說・諸 

方へ出した手紙、詩歌の大集成眞にザ博士を 

厦するものは讀め............... 7・50脣民計鶴

★Predikanto.聖書の中の一章 ....0*10 ' 2)
★Eliro.聖書の內出埃記.......... 0・30 C2)
★Levidoj.聖書の內レビ記........033(2) 
^Sankta Biblio.上記の他ザ博士譯の舊譯聖 

書に新譯聖書もまさめたもの……350(12)

★Aventuro de Kalifo Haruo Alraŝid,アラビア 

夜話よりの一篇6x將軍譯・•••••••・〇.15⑵ 
^Aventuroj de Lasta Abenceraĝo. Gravado 王



朝亡明時代の物語................. 0.15 (2)
*Du Noveloj. ノ\ソカ・リー文學の代表作家 

Maŭro Jokai の小說二篇...... :••…045 (4，
★Kio povas okazi, se oni dancas surprize. 
Fritz Reuter の小說、繪入........ 0-20 (2)
★Perdita kaj retrovita.故エス學士院長 Boirac 
博士原作喜劇...................... 0.10 (2)
★Reĝlando de rozoj. A. Honssaye 作の美く し 

い夢の樣な物語.譯はP・Champion. 0,20 (2) 
★Tri angloj alilande.英國三人男海外旅行奇 

談抱腹絕倒.........................0.55 (2)
★Vivo de Zamenhof. 「愛の人ザメン7«フ」傳 

萬人必讒の聖典......... 1.60 (6)
*Karlo. Prhat博士の誼本用小說ゝ中等講 

習讀物に好適...................... 0.25 (2)
★Bulgara Antologio. ブルガリアの名作詩. 

散文集・作者の寫眞入…….........1.50 (6)
¥E1la iaiima libro de Verdurbaj Esp-istoj. 
Ada氏等ブルガリアエスペランティストの隨 

筆集...................  0.30 (2)
★Koboldo Ondra,小年.森、淼の鬼ゝ赤い小 

旗の透惑------風變ったお伽噺……0.15 (2
^Malriĉa kaabo kiu gloriĝis.ボーヲンド大 

統頭マサリック博士の一代記...... 1.10 (4)

------------蔚

★Aha Troi!,僵逸の詩聖ハイオ、の長篇詩、譯 

者はZanoni ...........................0-80 (2)
★Garbo. プルカ・リアのAsen Grigorovの原 

作詩............................... 0 20 (2)

^Barbra・英文壇に名をめげ!: Jerom k.
Jerome 作の一幕劇...............0-55 (2)
★Nevo Kiel onklo,痂文豪 Schiller 作三幕喜

劇 Ch. Stewart 課..... ............ 0-20 (2)
★Vangofrapo. Drefuaの一幕售劇、標也の如 

し苛拔に幕が開く .............. .030 (2)
★Hundo parolanta.道樂息子の遊學修業■親

★Rompantoj. Valjes の Monologo ĵi・篇も輯 

む、舅振の寫眞入..................0.35 (2)
衣Oni ridus・鬼も笑ひ出す梯な話を集めおも 

の故笑ひ了: くない方には禁物...... 0.30 (2)
★En Okcidento nenio nova.世界の讀書界も 

風靡した「西部酸線異狀むし」エス譯......

...........................上製 3.59 C10) 
★Ribelemaj virinoj.昔の支那婦人の悲慘な生 

活を物語ち史劇....................025 (2)
早Du majstro-noveloj・ 曾て Heroldo de Esp. 
に連载されて好評も博い:Stormの小說二 

篇............上製2.10 6)並製1.25 (4)
★Ĥondinka,ト★ストイ作寫眞入…0.30 2) 
★Karle Marx. Karl Marxの傳記ミ彼の著 

作.................................. 0・35 (2)
★Morto de Blanjo.鑛山勞働者の生活を語る 

ロシア語より譯.................... 0.35 (2)
¥Rtiga stelo. S VT 發行...........0.80 (4)
★Unua legolibro. D ro Kabe 著讀本.小說・ 

小話會話日用文を收む初學者必携…0.70 (4) 
★Vortoj de Carlエスペラント學士院長Cart 
敎授の論說全集、勁拔模範の筆致…1.10 (6) 
fatala Ŝuldo.過去を通視すろ不思議な婦 

人の力、因果律の巧なる小説化……1.10 (8)

★Tajdo・エス文壇知名の N. 110111ovの詩 

集•心の高調な詠じたら四十篇……0.65 (2) 
★Krioj de 1，Koro,雄辯界の一人者 Gren- 
kampが靑春の詩集............... 0,15⑵

から金な卷取った罰(I ?喜劇......025 (2)
★Malrica en spirito.原作界の大家 Bulthuis 
作の二幕劇........................ 0.30 (2)
★Rompantoj. Valjesがバロモロナの萬國大 

會で自演して好評が博した喝白五篇0.35 C2) 
★Amfitriono. Mortere作の喜劑、かごん任 

ずさぬ御用心...................... 0.55 (2)

用

★Kiel akiri bonan stilon・ エス文上達法知名

・の作家Zaiioniの一家言20x26cm.の大版

....... .............................. . ..................... 0.03 (2) 
-^Esperanto per instruaj bildoj. ホテル郵便 

局、停車場.男女服萇の部分品等實地敎授式

.............................................................1.90 (6)

★Supera Kurso de Esp.高等エスペラント敎 

科書ざして評判の言語委員D-ro Dreherの著

..................................〇 55(2)
★Franca gramatiko, エス ペラ ソト書 ゝの フ

ランス語文法敎科書............... 0.55⑷
^NaŭIiVgva Etimologia Leksikono,エス英佛



獨等九箇國語聲照語源字典........2.00⑹
★Esp. Grammer aod Comentary....... 1.90 (6)
^Oficiala Klasika Libro ....................0.40 (2)
4-Bennemann エス拓辭典.......... 210 (4)
★Bennet118111!獨エス辭典.......... 435 (8)
^Christaller: Esperanto ....................055 (4)

★Mili血eエス英辭典 .............440 (6)
★Edinburgh,英エス、エス英 ......0.90⑵
*Rhodes英エス辭典 .............2・10(12)

Cours Premaire....................... 0,30 (4)
水Maupiu佛エス辭典 ............. 1.80 (8)
-^Vortaro de Esp, Kabe...................0,90 (8)

----------科學社會宗敦其他

★Evoluo de Telefonio,趙話器の發逹に就て 

挿畫入............................. 0,55 (2)
<|(Laborĉarto. ........................................0.12 (2)
★La Bulgara lando kaj popolo. Krestanoff 
著Bulgarujoの歷史、風俗、國悄等を語ち…

..............................................................1 20 ¢2)

書.................................0.30 (2)
★For la neŭtralismon. ........................0.18 (2)
^Laborista Esperantismo......................020 (2)
*Ni legu........................................... 050 (2)
^Naciismo...................  0.65 (4)
-^Proletaria Kantaro...............................1.25 ¢4)

-^Evangelio de Horo. 赤い聖書... 0.80 (2) ★Krimnologio.犯罪小說好きの邦人必ずや諛

★Elementoj de fotografa optiko.寫眞術用初 

等光學.多數圖入..................035 (2)
★Monadologio de Leipniz.ライプニッツの單. 

元論、譯び故學士院長Boirac博士…〇・1〇 (2) 
早Sendagereco de Francujo. 歐羅巴の平和に 

就て佛蘭西前大統領Honnomt氏の言......

..............................................................0.55 (4) 
★Etiko.クロ・トキンの「倫理學」SAT發 

行.................................. 1.00 (6)
★ABC de Sennaciismo. Sennaciismo の入門

外務省事筋官神吉正一序

むべき眞面目な犯罪學の講義......085 (2)
★Vojo al scienco de estonteco. .......0.30 (2)
早Vojo de formiĝo kaj disvastiĝo de lingvo 
internacia. ............................................0.35 (2)
^Aŭstralio.古ーストラリア風土記、多數の 

寫眞地圖入の赞澤本...............340 C6)
*Nur volu!  ................................ 035(2)

¥Je Ia nomu de 1'vivo

★Inicado Matematika .......................035(2)

{$[•00(4)

法學士金井博治編

改正定價九拾錢

送料二绫

〇四六半截〇 

百ハ十八頁 

リロース上製

◊手頃にして內容豐富便利にして實用的なる小辭典きして次第次第に根强き歡迎沧受 

けつつあり。

(1)本辭典收むる所口本語一萬一千。(2)エス語は文法簡短なれ11單語む知み 
事に依り問笛解決す。(3)本辭典厲大部の和英和躅辭典に比敵す。

【取次書店】東京堂ーー栗田書店

東京市外野方町新井未 來 社振替東京六七〇九參

KORESPONDA FAKO
★Japanujo :- S-ro A. Kanada, P. O・ Bov 1, 

Naogata, Fukuoka-ken; dez. int-sanĝ PIt 
PM, malnovajn monerojn, kĉl:
Japanujo :-S-ro U. Takahaŝi,1480, Ko- 
ja<io, Magome, Tokio-ŝigai; dez. int-sanĝ 
esp-sigelmarkojn, PM>

★JapanujoS-ro L Nakano, Ko-511, Sira- 
hama-inura, Ŝikama-gun, Hjogo-ken; kĉL

・ IP，PM, L, nepre, resp・
★Hispanujo :ー・Alejandro Pedo Margueta, 

Santa Inĉs 4 Zaragoza; dez. int-ŝanĝ. PM 
kun indaj filatelistoj el ĉiuj Orient-landoj, 
Diversaj katalogoj. Resp. garantita.

★Svedujo:-S-ro Hugo Carl on, Ripagatan 

66, Trelleborg; dez. koresp. per IP. kun 
japanaj gesamideanoj.

★Hispanujo :—Antono Llinas Bellvehi, Pedro 
de Vera 9, LAS-PALMAS, Kanaria In； 
sularo; dez. koresp. pri divers. problemo) 
kun seriozulojn

早Anglaĵo : —May Trengove; 85, Howorth 
st., Rishton, Nr. Blacknurn^ Lancashire, 
Anglujo.

4-Ĥinujo :— S-ro K. Fukuoka, Eiĵubjoin, 
rl ecureif Sud-maĉurio kci.L. Fi.

★Sciencaj artikoloj :—Donacu por nia bib
lioteko. Esp-grupo de Medicina fsko de 
Kioto Inip. Universitato, ĉe S-ro C・ Kaza- 
rua, Takejamaĉi-kudarUj Sakai iBaĉi-don« 
Kioto, Japanujo.
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取次締切11月!5日【期限嚴守川!!至急申込を!！！ §

§ •…•…期限後は絕對に取扱はず…••… ミ

,朋計 下記の來年度雜誌の購讀を取次ぎます 说T § 
S 【注意】一年以下（:［取扱厲す ミ

p , j雜誌のみの購讀....... .年4圓§

§ LSPERA • 80 •［雜誌ざ年鑑こでは.........年

ミ 萬凰エスペラント協會・ （Universala Esperanto-Asocio）の月刊雜誌です。

S 大送棄倍判20頁位。全部エス文。（人抵ハ冃號&七月號さ合併號）。各阈
ミ のエスペラント運勤や興味本位のエス文ŜSみ物滿載。

K Heroldo de Esperanto ................. 年 6 圖く
R エス文のみの週刊新聞。四六四倍判8頁。エス遅動の報告（二敏速に報道 ミ
K する點に於てtH界無比。しかも興味あるエス文の調み物滿載。 ミ

卞 Sennaciulo................  年 5 圓ミ

ミ Sennacieca Asocio Tutmonda號行の週刊辭叭菊倍判!2頁。無產運動 S
9 及社會運動に興味のある方にこっては2く事のでの。［SAT入會の g
£ 取次找致しません。］ ミ

§ Nova Epoko............................ 年 2 圆 5〇 錢ミ

ヾ E ゝS 上記SATからでbゐみ社會敎育理他に關する論文集です。二れ（I SAT S
ミ に關係ない人にさっても興味あち讀み物滿戴。 ミ
S ★注;®::-以上の二種についてーーSAT會員任購蹴料に割引があります沪當會 ! 

S では割引できま乞い、ら。 ミ

,BULTENO de Internacia Scienca Asocio Esperantista. §
S 年111110錢。Scienco方面のエス運動の島瞰圖は本!SAE協會會報に ミK て。年四回發行菊判本文16頁。 ミ

S 【注意】1.以上の雜誌&送金復當會で取扱ひ雜誌任先方より直送させます。 ミ
2. 當會へ送金の際.住所姓名全部を口 tマ字乂は振假名附で書いて下 S

さい。［振假名を忘れた1のは取扱はず］ ミ

3. 途中で條件な變更される事はお斷り。轉居の時はもざの住所を明記 S
して直接先方へ御通知を。 S

4. 本年上記雜誌購讀中の方け・その旨待に御明記の事c ヾ

ーー【以上の外の雜誌は當會で取次ません】—— g
——東京市牛込區新小川町3の15 ——

日本エスペラント學會取次部
（振替口座東京11325番）



歡 日本エスペラント學會發行 書其他

エスベラント捷徑 
エスペラント講座 
新撰エス和辭典 

エスペラント講習用書 

エスペラント短期講習書 

エスペラント初等讀本 

エスベラント中等讀本 

エスペラント發音硏究 
點字エスペラント文法ミ小辭典 

エスペラントやさしい讀み物 

愛の人ザ・ンホフ 
リングヴィ・レスポンドイ

~エスペラント對譚詳註幾喜〜

1. マ テ 才・フ アルコ ネ

2. イネ 詩 集
3. 魔 法 使
4. 代 理 通 譯

5. 愛 あ る處 神あ
6. レ イ モント 短篇 集

------- エスペラント書き日本叢書-----

1. 骸 骨 の舞跳
2. 倫 敦 塔
3. 惜 しみな 'く愛は奪ふ
4. 日 本民 族の起源

最新最良の獨習書.................. 

外网語を知らQ人の獨習講義錄…… 

語數一萬五千餘、譯語正確、索出至便 

文法敎科書壬諛本さなかぬ........  

大きな活字で耍領上く編輯した…… 

挿繪入程度低く小中學生にし適す… 

興味深き證み物數十篇を收む......  

エス語發音上の廳問を氷解す......  

盲人用獨習書兼字引. .............. 

笑話廿二篇を對譯詳註し興味橫溢… 

工ろ語創案者ザ博士の傳記........  

ザ也士の言語上の解答な蒐む......

「カルメン」の作者メリメの名篇.....

情熱詩人ハイネの詩數十篇..........

ザイデフレの爐邊物語中の一篇........

一莊物抱腹絕倒さす程の大滑稽劇••… 

杜翁の短篇。附題「エス學習書籍解題」 

「農民」で有終波蘭文豪レ氏の短篇・•

秋田雨雀載曲三篇.................... 

夏目漱石原作西博士エス譯........ 

有鳥武郞原作東宮氏エス譯....... . 

時枝誠之論文平岡氏エス譯..........

1.00 6

050 4

061 2

•0.35 2

•020 2

•0.30 2

0.30 2

•0.30 4

•1.03 5

•0.10 2

•0.80 6
•0.50 4

・0・35 2

•0.40 2
040 2
•C-40 2

1.50 6

•0.40 2

•0.40 2
•0.15 2 
•植字中

•0.10 2

エスペラント單語カード七百二十語に一々用例な示す.........17012
エ スペ ラ ン ト 文例 臺 カードミ同一內容の本............... 170 8

エス演說會話 レコード 小坂氏吹込兩面.......... 1-20 40（內地外63）
エスペラント便妾正百枚一册.......................... 〇-2Ĵ 4

エスペラント封緘紙ハ十枚入ー袋................020 2
エスペラント手拭三越特製上等......................023 2
日本風景風俗工ハガキ 四枚一組三色刷エス說明入.......... 〇-10 2

6早'丙橘（安全ピソ止特製）丁種（背腹用待製）各................. 〇-50 6

星カウスボタン（箱入一組;.......................... 12J 6

綠

綠

綠星 旗 紙製綠地に白く「エスペラント」ミ拔く。十枚（郵稅共）..... 0.15 -

『壹傳の 短｛懿加辟鉛豔

『那のチラシビラ』｛嗣臨卿織諧
束京市牛込區財

新小川町3の15法人 日本エスペラント學會 柬京11323番



本邦で 
出版の 學會取次書其他目錄雲綁（畫鑿i製壽）

ほ《!送t
★ザ博士演說集（カニャ版）........... 0.80 .4
★々の空の星の如く（同上和譯）••…0.80 .6
・ザ博士演說集（佐々城氏編）...... 0.30 .2
★我國におけち外國語問題ミエス語…0.60 4
★心の片隅........................... 3.53 .2
★詩集花束........................... 080 .4
★緣の星に憧れて.................... 1.23-.8
★新覽王（エス文）.................. 0.33・2

.位列送・
★®夢（エス文）................. 0.23 .2
★九成和エス辭典..................4.80.18
★模範エス會話.................... （版絶?）

★寡端マノレタ（改造文庫:................ 0-33 .4
★カルロ（四方堂版）...................0.23 .2
★ザメンホフ（ドレーセン）梶氏H1B-0.85 .6 
・悲慘のご•ん底黑川氏和譯............0.80 .6

♦日本語エスペラント小辭典（三高）［普及版］（（値下）） ................ 0.50 .2
・模範エスペラント獨習（秋田・小坂共著）〔皆及版〕 1.30 .3

・日・エス・支・英會話艺辭書 〔仲及版〕〇.65.6 〔上製〕0.85・6

◎エスペラント錯ハンケチ個鋼..... 綠星光ドの地球・旭耳ろ富七山の二称おリ。
▼ フノ '和ハノゲナI刺繡丿 （男女別申出の事）各1枚あ錢ぷ料各2餐

★后を护•藥品名彙（南江堂版）（見本ぜ蠶欲:空木町）........1.50 .6
當藥學エスペランチスト必携

新撰エス和辭典

定 價旅 版 

版

80錢

60錢
送料备2錢

・グラシャ 藤澤古雪原作1 
畑■村上共澤!

價2J錢

稅2擔

愛あちところ神めり
【附錄】エスペラント硏究用書解題 

トルストイ原作短篇ボ說・シドロヴスカヤ女史エス譯•川崎直一和撑並註 

三五版クロース裝美本三百三十一頁特價1圓50錢送科6錢

★［科學特翰號］特別に一部十錢（送料共）の割で希昭者に頒つ・

Ŝ?S!歡日本エスペラント學會 费京!13251



La Revuo Orienta——Monata organo de J apana Esperant o-instituto,
Ŝin^ogaŭamaĉi 11115. Uŝigome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7 svis. frankoj.

我國に於けるエスペラント普及•硏究•實用の中心機關

峯费日本エスペ

ラント

*

【東京市牛込區新小川町三の十五】 【振替口座東京!1325番】

翳

((8) 
I (b)

(C) 
l(d) 
((»)

(c) 
l (e)

ラントの瞽及.硏究.

エスベラントに關てる各種の硏究調査及其菠表

雜誌及圖書の刊行等

話演會・講習會の開催及後援

其他本會の目的を達成するに必要さ認むる事業 

普通維排員 年額2 ¢1140錢（b）正維持員 年鞭3圖 

賛助維持員 年額51111 @）蒔別維持員 年額10 IUI以上

終身維持員一時金Ĵ00曲以上

メ4壬耀（住所・職業・姓名（振カナ付）を明記し會費一年分を支拂へば/ 
ハ曾于禎｛い。（振替送金最!,安全）

（1.每月研究雜誌"La Revuo Orienta »の配布むうく

維持員 2.出版圖書の割引もうくる二さおり

の 特 曲 3.語學上の質疑其他一般の問合の返事をうく
ハ U.宜鱒の「渠」その他宜傳材料を無料でうくる二ミも得

9
 

■

 

f
i

>

，■

十
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«

ト

ー

K

詳い、二过は直接お問合せ下さい

員名簿（五十音順）役

理事長 高任氧条ĝ長人石和三郞 理 協文 » 高桶順次郞 現邱 大井學

理w 秋田雨雀 同 土岐善曆 问 三石五六

上野孝男 同 醬 用 苗成甫 比 事 鼻孚校長 淸水勝雄

同 女大敎投 河崎uつ 同 黃野田琢磨 注學士 井上萬藍藏

同 中大/授 川原次吉郞 同 題 博 望月周三郞 ロ 間 ★博加？ 穗積靈遠

同 文 W 黑板勝美 柳田國男 同 子 K 三島章道

同 專大軟技 小林鐵太郎 同 彩道技饰 小坂狷二

liumi'

本誌購諛料（郵稅別）

學會維持員には

一部 圓 0.20

牛年分 1111.20

一牟分 圓240
無代頗布す

雒器用計號｛暑烈專壽
□屋苗强I基本金更弔柬京32089番

昭用Ĵi年卜月二十五ロ印U
II it 行昭和五年トーJJ

«fi rli牛込區新小川町三ノ - « 

大 井 學

呃京市神田區三峪无三ノーZ六 

高見澤保芳 
c- K 印 !H 所:） 

来京市牛込込新小川町・ヨノ ー五 

詆日本エスペラ > ト學書

目 的 實用

事 業

費
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發
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發
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行

行

费

人

所

定
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